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このしおりは、園生活を過ごすための大切な約束事です。在園中は大切に保管してください。 
 

☆保育所ちびっこランド南鳩ヶ谷駅園概要 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

☆認可定員(令和 4年度) 
０歳児 ３名 １歳児 ８名 ２歳児 ８名 

 

 

☆開園日、開園時間及び休園日 
◎月曜日～土曜日 ７時３０分～１８時３０分 

(短時間保育)  ８時３０分～１６時３０分 

＊短時間保育の場合、７時３０分～８時３０分、１６時３０分以降は延長保育となります。 

◎休園日  日曜日、祝日、年末年始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご入園おめでとうございます 

☆保育方針 

☆保育理念 

子ども一人ひとりを大切にし、保護者の気持ちに寄り添い、職員は明るく、みんなが笑顔に 

なれる保育所を目指します。 

 

『たくましい子』  『賢い子』  『優しい子』 

“たくましい子” 

遊びを通して、さまざまな友だちとの関わりの中で、耐えること・譲り合うこと・助け 

合うことを学ぶ。また、困難なことがあっても諦めず、最後までやり通す大切さを知る。 

 

“賢い子” 

たくさんの絵本に触れる機会をつくり、本が好きな子に。そして、視野の広い子に育てる。 

 

“優しい子” 

相手の気持ちを思いやれる、優しい心を育てる。 

川口市南鳩ヶ谷 5-1-7 

048-229-2510  /  048-229-2519 

小規模保育事業Ａ型 

２９８㎡ 

鉄筋コンクリート造（２Ｆ）  １４７㎡ 

事務室、保育室、調理室、便所、その他 

１９名 

 

住 所 

電 話 / Ｆ Ａ Ｘ 

事 業 類 型 

敷 地 面 積 

構 造 規 模 / 面 積 

設 備 概 要 

定 員 
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☆保護者負担金について 
・保育料→川口市が利用者ごとに定める額  

・延長料→実費（500 円／30 分） ※短時間保育の方のみ 

・入園セット→8,000 円前後  

・行事→実費（各行事、必要に応じてお知らせします） 

・衛生管理費→実費３,６００円／年（前期 4 月・後期 10 月に集金致します） 

・当園駐輪場、ベビーカーを１日利用される方→実費（月額１,０００円） 

 

 

☆保育料自動引き落としについて 
 ・保育料は、毎月５日にゆうちょ銀行より口座引き落としさせていただきます。 

金融機関が休業日の場合の引き落とし日については、園だよりにてお知らせ致します。 

ゆうちょ銀行の口座をお持ちでない方は、お近くの郵便局にて口座開設にご協力お願い致します。 

なお、現在、ゆうちょ銀行の口座をお持ちの方はそのままお使いいただけます。 

 

 

☆健康診断について 
内科検診は年２回、歯科検診は年１回、嘱託医による検診を行います。詳しい日にちは園だより等にて 

お伝え致します。検診日に欠席した場合は、後日嘱託医の病院にて各自検診をして下さい。 

内科 川口並木クリニック  川口市並木 3-34-17    048-253-3994 

歯科 げんま歯科クリニック 川口市南鳩ヶ谷 5-1-7   048-281-6000 

 

 

☆緊急時の対応 
保育時間中に、お子様の体調の急変、その他緊急事態が生じた場合は、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の対応、必要な措置を講じます。 

 

 

☆個人情報保護 
当園では個人情報保護規定を定め、個人情報の保護に取り組みます。特定地域型保育の提供にあたって 

職員及び職員であった者が、園児やご家族に関して知り得た個人情報や秘密、法令による場合を除くほか、

保護者の同意を得ずに第三者に提供することはありません。 

 

 

☆利用終了(退園)に関する事項 
川口市に対して退園の手続きを行って下さい。 

 

☆保育目標 

 

 

0 歳・・・家族との連携を大切にして、温かい雰囲気の中で安心して過ごしながら、生活リズムを作

って行く。優しい語りかけと優しい笑顔で安心感を与える保育を行う。 

1 歳・・・自分でしようとする気持ちや自我を尊重し、適切な言葉かけと援助で温かく見守る保育を

行う。 

2 歳・・・自分の思いをしっかりと主張したり、思い通りにならないことを味わいながら、周りとの

関わりの中で、自分の気持ちをコントロールしていけるような保育を行う。 
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☆ちびっこランドの１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆主な年間行事 

  ４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

　　　　　≪毎月行う行事≫

　　　　　　　＊お誕生会
　　　　　　　＊身体測定
　　　　　　　＊避難訓練

※毎月の詳しい予定、行事などは
　　毎月配布する園だより、または
　　お手紙でお知らせ致します。

★印…保護者参加行事です。
　(引き渡し訓練は、２年に１回）

　　入園・進級

　　歯科検診

　　七夕　・　水遊び開始

　　水遊び

　　★引き渡し訓練（R4年度はなし）

　　内科検診　・　★保護者面談

　　クリスマス会

　　節分　・　★保育参観

　　ひな祭り　・　送る会

　　こどもの日　・　内科検診

時間

8:50

9:00

11:15

12:00

12:30

11:30

オ　ム　ツ　交　換　・　排　泄

０．１歳児 ２歳児

視　診　・　出　欠　確　認

順　次　登　園
自　由　遊　び

9:30

オ　ム　ツ　交　換　・　排　泄

　起　床　・　オ　ム　ツ　交　換　・　排　泄

　手　洗　い　・　昼　食

　朝　の　会
                                       ・お　名　前　呼　び
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・朝  の　歌
　　　　                             　・手　洗　い　・　お　や　つ

　主　活　動
                                       ・戸　外　遊　び（公園、散歩）
 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 ・室　内　遊　び
 　　　　                              ・季　節　の　製　作　など

午　睡　準　備　・　絵　本
午　　　睡

　帰　り　の　会
                                       ・帰　り　の　歌
　　　　　                             ・自　由　遊　び

9:50

7:30

　手　洗　い　・　昼　食

　順　次　降　園

　保　育　終　了

16:00
～

18：30

15:30

15:00

　手　洗　い　・　お　や　つ
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☆災害時の対応について 
保育園では災害時を想定して、毎月避難訓練を行っています。 

さらに、防災マニュアルを整備し、非常時に備えています。 

 

【避難】 
日頃より経路を把握し、園児を安全に誘導できるよう複数の職員を配置して移動する。 

また、避難する際は、園児の安全確保を第一とするが、緊急連絡簿・非常持ち出し袋等、最低限の物 

を持ち出す努力をする。 

 

【地震】 
大地震が起きても保育園自体が耐震性の高い構造となっている為、すぐには保育園を離れない。 

 

【火事】 
保育園が火災の場合は、第一避難場所「前田西公園」に避難する。 

保育園の周辺で火災が発生した場合、または保育園が大きく危険であると判断した時には、園長の 

判断で安全な場所に避難する。 

 

【大雨・台風・大雪などの悪天候】 
実際の天候と気象情報を見ながら、登園・休園・一時自宅待機などの措置をとることもある。 

 

【園児が負傷した場合】 
応急処置は、日頃より園に備えてある救急薬品で手当てする。 

中程度以上の負傷者は、近隣の病院または避難所に設置する医療救護所で手当てを受けさせる。 

さらに、救命救急措置が必要な負傷者・重篤者は保護者や１１９番に連絡し治療を受けさせる。 

 

【園児の引き渡し】 
原則として園児のお迎えは、緊急連絡先に記載されている方以外は、保護者からの連絡がない限り 

引き渡しを行わない。ただし、災害時・緊急時に限り、保護者から連絡がない場合でも災害時引き渡し 

カードに基づき園児の引き渡しを行う。 

 

【避難場所】 

  
●第一避難経路  

＜前田西公園＞・・・徒歩８分 

住所：南鳩ヶ谷 5 丁目３６－１９ 

 

●第二避難経路  

＜南鳩ヶ谷小学校＞・・・徒歩７分 

住所：南鳩ヶ谷 5 丁目２０－１ 

電話：０４８－２８３－４００４ 

前田西公園 

南鳩ヶ谷小学

校 
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【保育園との連絡方法】 
災害時は、相互通信が繋がらないことが予想されますが、保育園からの連絡は電話・災害伝言ダイヤル『１７１』

などの様々な手段で通知致します。しかし、震度５弱以上の地震があった場合は、被害の有無に関わらず、 

また保育園からの連絡を待たずにお迎えをお願い致します。 

避難が必要と判断し避難した場合は、１階入口に避難場所を掲示します。避難先へお迎えをお願い致します。 

 

●保育園連絡先 
     保育所ちびっこランド南鳩ヶ谷駅園   

【住所】川口市南鳩ヶ谷５－１－７    【電話】０４８－２２９－２５１０ 

●災害伝言ダイヤル 『１７１』 
局番なしの『１７１』に電話をかけることで、安否の状況を音声で録音・再生することができるサービスです。

一般電話、公衆電話、携帯電話などから利用できます。 

 

【伝言の再生方法】 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆給食について 
保育園の給食は、委託給食（富喜屋）です。 

調理室で調理された温かい給食を食べます。安全でおいしい食事・徹底した衛生管理・ 

危機管理対策をもとに、健康と心身の健やかさを食の面からサポートしていきます。 

 

☆食物アレルギーのある方はお申し出下さい。 
毎月の献立表を保護者の方にも確認していただき対応していきます。 

定期的に検査をして、食べられる食材が増えましたらお知らせ下さい。 

 

☆０歳児のお子様 
ご家庭と連携を取りながら、一人ひとりの発達に合わせたミルク・離乳食を提供していきます。 

園で使用する粉ミルクは、ご家庭から未開封の粉ミルクをご持参下さい。 

 

 

 

 

『１７１』にダイヤルする。 

↓ 

ガイダンスが流れる 

↓ 

②を押す 

ガイダンスが流れる 

↓ 

園の電話番号を市外局番からプッシュする 

（０４８－２２９－２５１０） 

↓ 

メッセージを再生する 

 

 

災害伝言ダイヤル 『171』 
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☆持ち物について 

＜毎日持ってきて頂く物＞ 
♦通園バック  ♦れんらくノート  ♦エプロン（マジックテープタイプ）  ♦コップ   

♦ループタオル ♦エプロン・コップを入れる巾着袋 
 

 

【0歳児】 
♦哺乳瓶（必要な本数）   
 

 

＜週初めに持ってきて頂く物＞ 
♦園帽子   

♦昼寝用シーツ（サイズ 70×120）、タオルケット（秋冬は毛布等） 

♦スモック（必要に応じて）   

♦園用上着（季節に応じて） 

＊週末にお持ち帰りしますので、洗濯をして月曜日（休み明け）にお持ち下さい。 

 

 

＜その他＞ 
＊持ち物全てに消えないようにしっかりとフルネームで記名して下さい。 

同年齢の子どもは似通った物を身につけていますが、子ども達には区別が難しい事があります。 

記名がないと職員に分からない場合がありますので小さい物でもしっかりと記名しましょう。 

＊季節により持ち物の追加があります。園だよりなどでお伝えします。 

＊ロンパースを着用しているお子様は、肌着への切替えをお願い致します。 

＊補充が必要になりましたら、職員より声掛けをさせていただきます。 

 

 

＜入園時に持ってきて頂くもの＞ 
♦保険証、子ども医療費受給者資格証のコピー ♦家庭調査書 ♦入所までの生活状況 

♦緊急連絡先・災害時引き渡しカード ♦健康診断書 ♦入園セット（粘土など） ♦登園予定表 

♦お着替え（洋服上下、肌着、靴下等）2 組 

♦紙おむつ 1 パック  

♦おしり拭き 2 個  

♦汚れた物等を入れるビニール袋 1 袋 

 

 

Ｒ４年度の慣らし保育について 

園生活に慣れるために慣らし保育の期間を設けさせていただきます。 

●４/ 1(金)  ～ 4/ 8（金）      

●４/11(月) ～  4/15(金)  

●４/18(月) ～  4/22(金) 

●４/25(月) ～ 登園・降園時間は承認時間となります（実際にお子様をお預かりする時間） 

 

※お子様の様子などにより、慣らし期間は前後する場合もあります。 
 

登園 8：45～9：00 降園 10：45～11：00 

登園 8：45～9：00 降園 11：45～12：00 

登園 8：45～9：00 降園 15：00～15：15 
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◎登園・降園について 
・保育時間は、保護者の通勤時間＋勤務時間です。各ご家庭のお仕事の時間に合わせて時間を 

守って送迎して下さい。 

・保護者の方の通勤が遅い時間の場合でも、登園は必ず９：００までにお願い致します。 

・欠席、遅刻の連絡は９：００までにご連絡下さい。２日以上休む時は、期間をお知らせ下さい。 

・電車通勤の場合、駅から自宅に戻り、車や自転車に乗り換えてのお迎えは認められません。 

 お迎え途中の買い物や私用も不可です。お迎えを優先でお願いします。やむを得ずお迎えが遅く 

 なる場合は必ず園にご連絡を下さい。 

・いつもとお迎えの人が代わる時は必ずご連絡下さい。（間柄、お迎え時間等をご連絡下さい） 

 ＊連絡がない場合はお子様を引き渡し出来ません。 

・お子様を保護者に引き渡した時点からは保護者の責任となります。降園時、玄関からの飛び出し、 

ケガや事故等に合わないようお子様の行動にはくれぐれも注意しましょう。 

 送迎時のケガや事故等に関して園では一切の責任を負いかねます。十分にお気をつけ下さい。 

 

 

◎土曜日保育について 
・土曜日の保育は、お仕事の都合に合わせての保育となります。 
 

 

◎園で元気に楽しく過ごすために 
・生活リズムを整えるために、早寝・早起きを心掛け、毎日朝食をしっかり食べて登園しましょう。 

・安全と衛生面のため、爪は短く切り、顔や目に髪がかかる場合は切ったり結んだりしましょう。 

（ヘアピン、ネイル、ネイルシール不可） 

・活動によっては衣服が汚れる事がありますので、汚れてもいい服、動きやすく体の大きさに 

合った服、自分で着脱しやすい服装で登園しましょう。（オーバーオール、ベルト、タイトスカート、 

ロングスカート、フード付き、ボタン付きの上着、カーディガンなどは不可） 

・靴は自分で着脱しやすくサイズの合った物を履かせて下さい。雨天時、長靴で登園した場合は、 

お散歩用の靴もお持ち下さい。（ヒールの付いた靴、サンダル、ブーツは不可） 

・園では様々な年齢の子ども達が一緒に生活しています。 

誤飲や紛失等を考え、私物のおもちゃや食べ物等は持たせずリュックに入れないようにして 

下さい。また、登園前にお子様の衣服等にも私物の物が入ってないか確認してから登園する 

ようにしましょう。 

・ご家族との触れ合いは、お子様の情緒の安定や心の育ちにつながります。父母のどちらかがお休み

の場合や祖父母の方などお家で見てくれる方がいる場合には、原則、家庭保育をお願い致します。 

 やむを得ず、お休み時に保育園を利用される場合は、必ず事前にご相談いただきますようお願い 

 致します。お休みでのお預かりの場合は、声掛けさせていただく事もございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

持ちものには必ず記名をしてください！靴はマジックテープだと履きやすいよ！動きやすい服装で登園しましょう！ 
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◎体調不良時について 
・体調が悪い時は自己判断せず、早めに医療機関を受診しましょう。 

・発熱や嘔吐、下痢等の症状があった時は、集団生活が難しい為お迎えのご連絡をさせていただき 

ますので早めのお迎えをお願い致します。 

・午前中に受診する場合は、登園の自粛をお願い致します。 

受診後に登園すると体調が万全ではない為、再び熱が上がる、食事が摂れない場合があります。 

 

 

◎薬について 
・薬を飲まなければならない状態は、体調が良くないということです。 

ご家庭での安静が望ましいです。 

・保育園では健康な子ども達の集団生活の場であるという点、与薬が医療行為とみなされる点に

より、原則的に与薬の取り扱いは行わない事としています。医師にお子さんが現在○時から○時

まで保育所に通っている事や、保育園では原則として与薬が出来ない事を伝え相談していただき、

保育時間を避けた１日２回の処方にしてもらい、ご家庭で与えるようお願い致します。 

 

～やむを得ない理由で園での与薬が必要な場合は、以下の事をご理解下さい～ 
・医師の指示でやむを得ず与薬が必要となる場合に限り、お子様の健康を守る為、医師から処方 

された薬のみ、保護者の依頼の元、代行します。 

・与薬依頼書・薬は必ず職員に直接お渡し下さい。与薬依頼書がない場合、与薬は対応しません。 

・現在の症状で医師に受診し処方された薬のみ、お持ち下さい。 

・市販薬はお預かり出来ません。 

・与薬依頼書に必要事項を記入していただいた上で与薬を行いますが、園での与薬に関する 

一切の責任は負いかねますのでご了承下さい。 

 

 

◎れんらくノートについて 
・家庭の事情が変わった時はすぐにご連絡下さい。（住所・電話番号・勤務先・緊急連絡先など） 

・園からのお知らせや連絡などは、れんらくノート、おたより、さくらメッセージ、園掲示板などで 

行います。れんらくノートなど毎日確認していただき、返事を必要とするものは期日内の提出を 

お願い致します。 

・家庭や園の日々のお子様の様子は、れんらくノートや送迎時に直接お話しすることで伝え合う 

ようにしています。れんらくノートに限らず、何かありましたら送迎の際にもお気軽にお声掛け 

下さい。 

・ご自宅でできた「ケガ・あざ・傷」は大小に関わらず、れんらくノートや保育者へ直接お知らせ 

下さい。 

★お子様の様子で気になること等、どんな些細な事でも構いません。 

れんらくノートやさくらメッセージをご活用下さい。 
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◎健康面についてのお願い 
・保育園は、お子様が長時間にわたり集団で生活する場です。一人ひとりのお子様の健康と安全確保

にご協力いただきますよう宜しくお願い致します。 

・かかりやすい病気、持病があれば事前にお知らせ下さい。 

・園での感染症についてのお知らせは、おたより・さくらメッセージ・園掲示板等でお知らせ致します。

もし、お子様やご家族が感染症の病気に感染した場合は、必ず園にお知らせ下さい。 

・以下の事項をご理解頂き、登園していただきますようご協力をお願い致します。 

 

1.就寝時間・起床時間等の生活リズムを整え、朝食を必ず食べて登園しましょう。 

2.洗顔・手洗い・うがい・爪切りなど常時行い、清潔に務めましょう。 

3.登園前に必ず健康状態を確かめましょう。検温はわきの下の一番深いところに体温計の 

先があたるようにします。発熱（３７.５℃以上）や体調の悪い時は登園を控えて下さい。 

無理をすると余計にこじらせ、回復に時間がかかる事もあります。 

4.登園前に解熱剤の服用、座薬を使用しての登園は避けて下さい。 

5.体調の変化がみられた場合は、集団生活が難しい為お迎えのご連絡をさせていただきます。

できるだけ早いお迎えと受診をお願い致します。 

(インフルエンザ等の感染症が疑われる場合は発熱後すぐに受診しても結果が出ない時が

あります) 

また、熱がない場合でも全身状態が悪く保育に無理があると思われる時には、お迎えを 

お願い致します。 

お迎えに時間がかかる時は、祖父母やファミリーサポートセンターに頼むなどして下さい。

(ファミリーサポートセンターは登録が必要です) 

6.下痢や嘔吐は体力を消耗し、脱水症状を起こすこともあります。また、風邪による下痢、 

嘔吐は感染力が強い為、他児への感染を防ぐ意味でも症状が治まるまでは家庭で静養 

しましょう。 

7.集団生活に差しさわりのある症状がある場合、お預かりできないこともあります。 

8.病気の際は、集団生活が可能になるまでお休みをお願い致します。病児・病後児保育は 

行っておりません。出席停止の期間は、医師の診断に従い、必要な場合には登園許可書を 

記入の上、登園して下さい。 

9.兄弟や保護者がインフルエンザや法定伝染病にかかった時も登園を自粛して下さい。 

10.伝染病、感染病にかかった時は、必ず園にご連絡下さい。 

 

◎保育中にお子様の体調悪化、急を要する異常が起こった時は、直ちに連絡し、 

お迎えをお願い致しますので、緊急連絡先を明確にしておいて下さい。 

緊急連絡先に変更等がある場合は、速やかに園にご連絡下さい。 

 

 

◎登園許可証と登園届は園の公式 HP からダウンロードできます。 
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保育園に行かせようかどうしようか迷ったら・・・ 

（悩んだときの参考にして下さい） 

 
こんな時は休みましょう 登園できます 

発熱 ・活気、機嫌が悪い、食欲がない 

・２４時間以内に３８℃以上あった 

・２４時間以内に解熱剤を使った 

・前日３８℃を超える熱がない 

・朝は３７.５℃以下で活気、機嫌もよい 

・咳/鼻水の症状は悪くなっていない 

咳 ・咳のため夜間に起きる 

・連続して咳き込む、呼吸が辛そう 

・機嫌/食欲がよくない 

・連続した咳がない 

・喘鳴や辛そうな呼吸がない 

・機嫌がよく食事も摂れている 

下痢 ・２４時間以内に２回以上水様下痢あり 

・食事毎に下痢になる 

・朝に排尿がない 

・２４時間以内に２回以上水様下痢なし 

・食事をしても下痢にならない 

・排尿回数がいつも通り 

嘔吐 ・２４時間以内に２回以上の嘔吐あり 

・食欲や活気がない 

・嘔気があり、いつもより体温が高め 

・２４時間以内に２回以上の嘔吐がない 

・食事をしても吐かない 

・機嫌がよく顔色も良い 

発疹 ・発熱に伴って発疹がある 

・口内炎で食事がとれない 

・とびひで、顔などの患部を覆えない 

（患部を掻いてしまう、じくじくしてる） 

・他児に感染の恐れ 

・かかりつけ医の診察を受けた結果、 

感染の恐れなし、全身状態がよいと 

診断された 

 

☆トイレトレーニングについて 
年齢、お子様の成長に合わせて園でもトイレトレーニングに取り組んでいきますが、 

ご家庭での様子を伺い進めていきます。 

早くオムツが取れる子、なかなか取れない子、お子様によって個人差はあります。 

焦らず、お子様に合わせて取り組んでいけたらと思いますので、始める時期やその他 

何かありましたらご相談下さい。 

トイレトレーニングを始めたら、布パンツ（トレーニングパンツなど）、お着替えを多めに 

ご用意下さい。 

 

☆お子様同士のトラブルについて 
１歳前後から身近な人や身のまわりの物にも自分から関われるようになり、お友達の 

持っている物にも興味が広がり、物の取り合い等が増えてきます。 

自分の気持ちを上手く表現出来ず噛みつく、ひっかく等の症状が３歳ぐらいまで 

見られます。また長時間保育はお子様の疲労に繋がりトラブルを多く発生させます。 

園では子どもの様子に目を配り、トラブル防止に努めてまいりますが、ご家庭でも 

声掛けや休息を取れるような環境を作っていただき楽しい園生活が送れるように 

ご協力をお願い致します。 

また、お子様同士のトラブルについては、双方の保護者に状況などを説明させていただ

きます。 


