
社会福法人彩光会　ころぽっくる保育園　重要事項説明書
令和４年４月１日　現在

１．事業

２．事業の目的
児童福祉法に基づいて、乳児及び幼児の保育事業を行うこと

３．経営方針

（１）保育理念

　　・安全な保育園

　　・愛し愛される保育園

　　・みんながほっとできる保育園

（２）保育目標

　　・明るく元気な子ども

　　・思いやりのある子ども

　　・意欲的な子ども

　　・感性豊かな子ども

（３）保育方針

　　１　安全な環境の下で友達と遊び、健康な身体と豊かな感性を育てる。

　　　　　友達とさまざまな遊びを通して、身体づくりをするとともに、意欲や創造性を伸ばし、楽しさ

　　　　　悔しさ、優しさ、悲しさ等人としての感性を育む。

　　２　身近な自然や生活の中にある　“本物”　に触れｍ実体験し、五感を育てる。

　　　　　視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚すべてを大事にし、身の回りにある自然や物、実際の体験を

　　　　　通して生きる力を育てる。

　　３　周囲の人との温かい信頼関係をつくる。

　　　　　同年齢、異年齢の友達とさまざまなかたちで触れ合い、また、周囲の大人たちに愛される

　　　　　ことにより、思いやりや、人との信頼関係の基礎をつくる。

　　４　「その子らしさ」を大切にして、一人ひとりの成長をしっかり受け止める。

　　　　　他の子と比較して無理に合わせようとせず、その子なりの成長を確認し、認め、伸ばす。

４．保育園の概要
ころぽっくる保育園

埼玉県上尾市小泉５－７－４

０４８－７７１－２７０１

片山　孝美

0歳児：6名、1歳児：10名、2歳児：12名、3歳児：17名、4歳児：20名、5歳児：25名　計90名

事業者　名称 社会福祉法人　彩光会

代表者氏名 理事長　中村　康彦

施設の住所 埼玉県上尾市上野５６７

名称

所在地

電話番号

法人創立年月日

事業認可年月日

施設の電話番号 ０４８－７２６－６７１３

目的に定めた事業 第2種社会福祉事業　　保育所の経営

平成6年4月5日

平成20年4月1日

施設長氏名

定員（年齢別）



42名

乳幼児保育

職種、経験に基づき各自の専門性・資質の向上を目指すためにすべての職員に実施

小児科医：三村成巨　　　　　歯科医：手嶋　由美

５．開園日・開園時間及び休園日

月曜日～土曜日

午前7時00分～午後８時００分まで、但し土曜日は午後6時00分まで

日曜日、国民の祝日、休日、年末年始（12月29日～1月3日）

６．施設の概要

延べ床面積　974.69㎡　　　園庭451.5㎡

鉄筋コンクリート造2階建て

乳児室　　ほふく室　　保育室　　調理室　　医務室　　事務室　　その他

床暖房　　各クラス冷暖房　　屋外非常階段

施設賠償責任保険加入

７．職員体制

人数

1人

2人

1人

28人

2人

1人

4人

1人

1人

2人
1人

８．年間行事予定（平成29年度）　♦印：保護者参加行事
4月 ♦入園式　　　　こどもの日集会

5月 ♦親子遠足　　　内科検診

6月 歯科検診　　　　総合避難訓練

7月 プール開き　　　七夕集会　　　　　　　夏まつり

8月 プール納め

9月 お月見集会

10月 ♦運動会　　　　　内科検診　　　　　　総合避難訓練

11月 ヤキイモタイム（保護者会）

12月 ♦生活発表会

1月 防犯教室

2月 節分集会　　　　♦懇談会・おやつ参加

3月 ♦卒園式　　ひなまつり集会　　　お別れ会　　　お別れ遠足　　　年度末集会　　　　

◎毎月の行事：身体測定、避難訓練、誕生会、保育士体験

◎体育指導（2～5歳児）、楽器遊び（5歳児）、クリーン活動（5歳児）

９．給食について

嘱託医

開園日

開園時間

休園日

敷地面積

職員数

保育事業の種類

職員への研修実施状況

主任保育士

事務

体育指導

調理員

保育補助

用務員

嘱託医

園長

保育士

看護師

施設の種類

保険

職名

建物

施設の内容

管理栄養士



午前おやつ、昼食（離乳食）、午後おやつ

※ご家庭と連携をとりながら一人ひとりの発達に合わせたミルク、離乳食を提供します。

　保育園で使用しているミルクは、森永『はぐくみ』です。哺乳瓶で飲む練習をお願いします。

１・2歳児

昼食、午後おやつ

※完全給食ですので主食も園の方で提供させていただきます。
主食代　２，０００円　  副食代　４，５００円　※年度により変更することがあります。

栄養給与目標（給食・おやつでとりたい栄養量の目安）

エネルギー 蛋白質 脂質 カルシウム 鉄分 ビタミンＡ Ｂ１ Ｂ２ Ｃ

（Kcal) （ｇ） （ｇ） （ｍｇ） （ｍｇ） （ｍｇ） （ｍｇ） （ｍｇ） （ｍｇ）

３歳児未満 460 16 12.8 200 2.3 0.18 0.24 0.25 18

３歳児以上 570 18 15.9 240 2.4 0.19 0.24 0.25 18

１０．健康管理について
　　　　保育園では、内科検診（年２回）、歯科検診（年１回）、検便検査（年１回）を実施します。
　　　　身体検査は毎月実施します。
　　　　乳児につては、身体検査の他、看護師による健康状態の確認をします。

１１．保護者の負担について
　　　　　・カラー帽子　　　１，２００円　　　　・シール帳・シール　　　各学年・年度により異なる
　　　　　・氏名印　　　　　　２３０円　　　　・集金袋　　　　　　　　　　１５７円　　　　　
　　　　　・体育着　　　　　３，９００円

１２．入園初期の保育について
　　　　新しい集団生活に慣れるまでには時間がかかります。
　　　　お子さんの状態、ご家庭の状況に応じて保育時間を設定します。

１３．送迎について
　　　・９：００までに登園して下さい。尚、欠席に関しても９：００までにご連絡下さい。
　　　・送迎は保護者が責任を持っておこなってください。やむを得ず代わりの人がお迎えに来る際は事前に
　　　　お知らせください。又、身分証の確認をさせていただきます。
　　　・降園時間記録表に記入した内容に変更がある場合は、必ずご連絡下さい。連絡がなく代わりの人が
　　　　お迎えに来られても引き渡しができない場合があります。
　　　・登降園の際には、タイムカードに打刻して下さい。
　　　　　※１９：００～２０：００は降園時に申請書を記入していただきます。

１３．土曜保育について
　　　・両親共に勤務の場合のみお預かりします。土曜保育を希望する方は、土曜就労証明・利用申請書に
　　　　記入し、前々日の水曜日までにお申し込み下さい。水曜日を過ぎるとお受けできませんのでご注意下さい。
　　　・土曜保育をご利用になられる場合は、保護者のお休みの日にお子さんとの触れ合いの時間として一緒に
　　　　過ごすことをお勧めします。

１４．服装について
　　　・清潔で着脱しやすいもの。　必ず名前を記入して下さい！
　　　・フード、ひも、フリル、スカートズボン、ワンピースは危険防止のためご遠慮下さい。
　　　・登園靴で遊びますので、サンダル・ブーツは避けて運動靴で登園して下さい。
　　　・ヘアゴムは飾りのない物を使用して下さい。

１５．届出について
　　　　家庭状況（住所・氏名・婚姻・離婚など）、勤務先の変更があった場合、保育所の入所要件（退職、
　　　　傷病等の回復により保育ができる状態になったとき、出産要件入所で産後３か月を過ぎたときなど）該当
　　　　しなくなった場合は、保育所又は保育課に届出をして下さい。
　　　　保険証の変更についても当保育園にお知らせ下さい。

0歳児

午前おやつ、昼食、午後おやつ

3歳以上児



１６．プライバシーの保護について
　　　　園では個人情報を守る為、書類の管理や廃棄の徹底を進めます。
　　　　保護者の皆様も園で知り得た個人情報（写真、ビデオを含む）の取り扱いは十分に配慮するよう、ご協力
　　　　下さい。

１７．病気について
　　　　新しい環境で疲れたり、初めての集団生活を体験する子どもは、熱を出したり、病気にかかったりします。
　　　　毎朝、子どもの様子を見たり体に触れたり、体温を測ったりして元気であるかを確かめて下さい。また、
　　　　保護者の方が気になることがありましたら、必ず職員にお伝え下さい。

　　　①持病があったり、保育をしていく上で注意しなければならない事がありましたら、必ずお知らせ下さい。
　　　（熱性けいれん・小児喘息・ひきつけ・脱臼・アレルギー・ヘルニア等）

　　　②感染症が治って登園するときは、医師の許可を得て、その旨を担任までお伝え下さい。又、登園許可書の
　　　　必要な感染症は、医師による許可書を園に提出して下さい。

　　　③前日又は朝から具合の悪い時は登園を見合わせていただくと共に登園後、発熱したり、嘔吐、下痢、伝染性
　　　　疾患の疑いのある場合は連絡をいたしますので、なるべく早く医師の診断を受けるようにして下さい。

１８．与薬について
　　　　　お薬の預かりは、ご遠慮いただいております。朝・夕の２回の処方にしてもらえるか医師とご相談ください。
　　　　　やむを得ず持参の場合は、担任へご相談下さい。

１９．医師による登園許可書が必要な感染症

医師の診断を受けてから登園するのが望ましい感染症

解熱後3日経過してから

水痘
（みずぼうそう）

病名

麻疹（はしか）
発熱、咳、くしゃみ、結膜充血、めやに、
発疹が出る。

8～12日

主な症状 潜伏期間 登園のめやす

強い目の痛み、目の充血、白目に出
血、目やにがみられる。

百日咳

咽頭結膜熱
（プール熱）（アデノウイル

ス）

流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）

インフルエンザ

流行性角結膜炎

結核

腸管出血性大腸菌感染症
（O157、O26、O111等）

風疹（三日はしか）

発熱が顔や頭部から全身に拡がる。斑
点状の赤い発疹から水疱になる。

軽い風邪症状、発熱とともに発疹が出
る。
発疹は3日くらいで消える。
発熱、耳の下（耳下腺等）が腫れ、痛み
を伴う。片側が腫れ、数日後反対側が
腫れる。
急な発熱、倦怠感、関節の痛みや咳、
のどの痛みを伴う。

特有の咳（コンコン、ヒューヒュー音）が
夜中に多くみられ、長く続く。

発熱、扁桃腺炎、目の充血、目やにな
どの症状が出る。

目が充血し、目やにが出る。片方発症
後、もう一方に感染することもある。

咳、痰、発熱（微熱）などの症状が長く
続く。

下痢（血便に移行することもある）腹痛、
吐き気・嘔吐もみられる。

主に10時間～6日

1日前後

全ての発疹がかさぶたになってか
ら

発疹が消えてから

耳下腺等の腫れが現れてから5日を経
過し、全身状態が良くなってから

発熱後5日間及解熱後3日経過し
てから

特有の咳が消えてから。又は抗菌
薬による治療が終了していること

主要症状が消え、2日経過してから

結膜炎の症状が消えてから

医師により感染の恐れがないと認
めてから

医師により感染の恐れがないと認
めてから（症状が治まり、連続2回
以上便から菌が検出されないこと）

医師により感染の恐れがないと認
めてから

16～18日

1～4日

7～10日

2～14日

2～14日

14日～16日

16～18日

急性出血性結膜炎

溶連菌感染症

病名 主な症状

発熱、発疹、いちご舌、喉が赤く痛みが
ある。

2～5日

潜伏期間 登園のめやす

抗菌薬内服後24～48時間経過し
ており、全身状態が良いこと



　　☆感染症または、その疑いがある場合は、お休みしていただきます。

　　☆登園許可書の必要な感染症は医師の許可書の提出をお願いします。

　　☆登園許可書の提出の必要のない感染症の場合も、医師の許可を得てから登園し、担任に病院名・許可を得た日を

　　　　お知らせください。

２０．非常災害時の対策・防犯対策

（変更）届出書　　　上尾市消防署本部

片山　孝美

火災及び地震を想定した訓練を月１回実施します。年４回、不審者対応訓練。

児童火災探知機・煙探知機、誘導灯

アルソック　正門２重錠、防犯カメラ

第一避難所　：　ころぽっくる保育園　園庭 第二避難場所　：　浅間台大公園

２１．保育園内容に関するご相談・ご意見・ご要望・苦情
　　（１）当園相談・苦情受付担当者 加藤　扶美恵・髙橋　涼子（主任） ０４８－７７１－２７０１
　　　　　相談・苦情解決責任者　　　　　 片山　孝美（園長） ０４８－７７１－２７０１
　　　　　第三者委員 柴崎　篤房 ０８０－９６４７－１０１２

定木　典子 ０８０－９６４７－１２５７

　　　　　受付方法：面接・文書・電話などの方法で相談・苦情を受け付けます。
　　（２）保育園以外に、市町村の相談・苦情受付窓口があります。
　　　　・上尾市子ども未来部　保育課　０４８－７７５－５１１１

２２．その他
　　（１）個人情報の取り扱い等保育園からの確認書に押印し提出をお願い致します。

　　当保育園における保育の提供を開始するにあたり、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響
がなく、普段の食事がとれること

RSウイルス感染症
咳、鼻水、発熱などの症状で、乳児は
呼吸器症状が重症することもある。

4～6日
呼吸器症状がなくなり、全身状態
が良いこと

12時間～3日
嘔吐、下痢等の症状が治まり、普
段の食事がとれること

感染性胃腸炎
（ノロ・ロタウイルス等）

激しい嘔吐と下痢がみられ、脱水症状
を起こすこともある。

手足口病

手のひら、足の裏、口の中に米粒大の
水疱ができ、口腔内は痛みを伴う。お尻
等には、水痘のような水疱がでることも
ある。

3～6日

帯状疱疹
（ヘルペス）

水疱が神経にそった形で身体の片側に
現れ、痛みが伴う。

全ての発疹がかさぶたになってか
ら

突発性発疹
突然高熱が3～4日続き、熱が下がると
同時に、全身に発疹が出る。（生後６か
月～2歳位まで）

9～10日
解熱し機嫌が良く全身状態が良い
こと

マイコプラズマ肺炎
咳、鼻水、頭痛などのようなかぜ症状が
みられ、咳が長引く。

14～21日 発熱や激しい咳が治まっていること

ヘルパンギーナ
発熱、のどの痛み。のどの奥に水疱が
できて痛い。

3～6日
発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響
がなく、普段の食事がとれること

治療・駆除を開始してから

疥癬（かいせん）
かゆみの強い発疹が手足、身体にでき
る。

約1ヶ月 医師の診断を要する。

伝染性紅斑
（りんご病）

頬がりんごのように赤くなる。手足には
発疹ができる。

4～14日 全身状態が良いこと

伝染性膿痂疹
（とびひ）

水疱やかさぶたが、顔や身体、手足に
みられ、掻くことで周囲に拡がる。

２～１０日
伝染することも考えられるため、医
師の診断を要する。伝染性軟属腫

（水いぼ）
ピンクまたは白の小さな（１～5㎜の）発
疹ができる。

２～７週間

避難場所

消防計画作成

防火管理責任者

避難訓練

防災設備

防犯設備

頭じらみ
卵は頭髪の根元近くに固く付着してい
る。耳の後ろ、後頭部をかゆがる。

10～30日
卵は1週間で孵化


