
令和5年度

月～金:7:00～19:00、土:7:00～18:00



- 1 - 

エンジェルプラネット保育園 重要事項説明書 

保育・教育の提供の開始にあたり、当園があなたに説明すべき内容は、次のとおりです。 

１ 事業者の運営主体 

事業者の名称 株式会社 チャイルドランド 

事業者の所在地 川崎市多摩区菅1丁目6番25号 

事業者の電話番号・ＦＡＸ 電話 044-944-3451 FAX044-944-3862 

代表者氏名 飯倉 妃美子 

定款の目的に定めた事業 保育所・老人福祉施設 

２ 施設の概要 

種別 保育所 

名称 エンジェルプラネット 

所在地 横浜市都筑区中川1丁目6番9号 

電話番号・ＦＡＸ 電話 045-913-8741 FAX045-507-4907 

施設長氏名 飯倉 鉄人 

開設年月日 2019年 4月 1日 

利用定員（年齢別） 
０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 5歳児 

０人 8人 10人 14 人 14人 14人 

取扱う保育事業 延長保育 

事業所番号 1410051024610 

３ 施設・設備の概要 

敷地面積 174.90㎡ 

園舎 
構造 木造 ２階建て 延床面積  157.82㎡ 

延床面積 157.82㎡ 

施設設備の

数と面積 

乳児室 １室 9.91㎡ 

ほふく室 １室 23.17㎡ 

保育室 ４室 124.74㎡ 

遊戯室 室 ㎡ 

調理室 １室 8.31㎡ 

調乳室 室 ㎡ 

幼児用トイレ 6個 22.30㎡ 

医務室 室 0.73㎡ 

事務室 １室 3.06㎡ 

休憩室 １室 3.39㎡ 

その他  110.24㎡ 

設備の種類 プール遊び場 

屋外遊戯場（園庭） 屋外遊戯場 19.085 ㎡ （代替場所 烏山公園） 



- 2 - 

４ 施設の目的、運営方針 

目的 

・遊びを通して創造力と自主性を育てる 

・個性を大切に育てる 

・思いやりの心を育てる 

・国際性を育てる 

運営方針 

保育・教育の提供にあたっては、子どもの最善の利益を考慮し、その福

祉を積極的に増進するため、利用子どもの意思及び人格を尊重して保

育・教育を提供するよう努める。 

利用子どもの属する家庭及び地域との結び付きを重視した運営を行うと

ともにその支援を行い、他の児童福祉施設又は保健医療サービス著しく

は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 

５ 職員体制 

施設長    1 人 （資格： 保育士・幼稚園教諭  ） 

保育士   12人 （常勤：  7 人、非常勤  5 人） 

調理員（栄養士除く）    4 人 （常勤：   人、非常勤  ４人） 

看護師    １人 （常勤：   人、非常勤  １人） 

栄養士    １人 （常勤：   人、非常勤  １人） 

事務員    １人 （常勤：  １人、非常勤   人） 

その他（   ）     人 （常勤：   人、非常勤   人） 

園舎平面図 

保育室 

保育室 保育室 

保育室 保育室 

1F 

2F 

3F 
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６ 保育・教育を提供する日 

開所日 月～土曜日 

休所日 日曜日・祝祭日・年末年始（12月 29日～1月 3日） 

７ 保育・教育を提供する時間 

（１）開所時間 

月曜日から金曜日 午前 7時 00分から午後7時00分まで 

土曜日 午前 7時 00分から午後6時00分まで 

＊保育の認定時間を変更する場合には各所軸の役所に申請が必要です。 

＊朝延長・夕延長保育については園に届出（前月５日まで）がないと利用できません。 

＊土曜日保育は原則ご両親が就労の場合に限り利用が可能です。事前の申し込みが必要となります。 

①土曜保育利用書とご両親の就労証明書（変更があった場合はその都度提出が必要） 

②利用する週の火曜日までに申込書提出 

＊土曜日保育は連携園のエンジェルプラネット仲町台園と合同で実施します。 

＊閉園後の対応は行っていませんが緊急時の場合のみ（平日19:00以降、土曜日18:00以降）は 

1時間4,800円（グループ内設定金額30分 2,400円）で対応致します。 

その場合は必ず園までご連絡ください。 

（２）保育標準時間認定に関する保育時間（11時間） 

月曜日から金曜日の保育時間 

（11時間） 
午前 7時 30分から午後6時30分まで 

土曜日の保育時間 

（11時間） 
午前 7時 00分から午後6時00分まで 

延長保育時間 
朝：午前7時00分から午前7時29分まで 

夕：午後6時31分から午後7時00分まで 

（３）保育短時間認定に関する保育時間（８時間） 

月曜日から金曜日の保育時間 

（８時間） 
午前 8時 30分から午後4時30分まで 

土曜日の保育時間 

（８時間） 
午前 8時 30分から午後4時30分まで 

延長保育時間 
朝：午前7時00分から午前8時29分まで 

夕：午後4時31分から午後7時00分まで 
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８ 利用料金 

利用料（利用者負担） 

保護者が居住する市町村が定める利用料 

※幼児教育・保育の無償化に伴い、下記のとおり無償 

２号認定：全ての児童を対象に無償 

３号認定：市民税非課税世帯を対象に無償 

延長保育料 

・30分あたり1,700円 ・10日以内850円 

・第 2子は第1子の 50％減免、第3子は第1子の 

 100％減免となります。 

・A階層・B階層の方利用料は半額減免となります。 

・臨時延長 30分あたり600円 

給食費 

対象年齢（3歳児・4歳児・５歳児） 

・主食費  1 ヶ月 2,000円 

・副食費  1 ヶ月 4,500円   原則、月徴収 

※副食費の免除制度（免除対象者） 

・年収360万円未満相当世帯のこども 

・全所得階層の第3子以降のこども 

  ＊教材費については、最終ページをご参照ください。 

９ 支払方法 

・費用は、自動引き落としで徴収いたします。 

＊自動引き落としは、開始手続きに時間がかかります。 

＊毎月２５日に引落しになります。  

＊返金が必要な場合は、返金対応をいたします。 

＊引き落としが出来なかった場合は、当月内にお振込みをお願い致します。 

【 振込先口座番号 】  

ゆうちょ銀行 店番-番号10280-71716471 (株)チャイルドランド 

ゆうちょ銀行以外の金融機関から振り込みの場合 

 （店名）０二八（読み）ゼロニハチ（店番）028 普通預金 7171647 

・お振り込みの場合、振込書で確認させていただきますので園にお持ちください。 

詳細 

主食費・副食費 

当月分を指定口座より 

当月 2５日に引き落とし 

延長保育料 （事前申請） 

行事費・保育活動費 

＊日程によっては翌月25日になる場合があります 

教材費 ＊進級、入園時に徴収あり

延長保育料（臨時） 当月分を指定口座より 

翌月 2５日に引き落とし 

＊退園時は当月末までに振込をお願いします。 
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10 提供する教育・保育の内容 

・児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針及び 

保育課程に沿って、乳幼児の発達に必要な保育・教育を提供します。 

＊英語教育（全園児） 

 日本語に加え、英語がネイティブのスタッフや英語を話せる日本人スタッフが子どもたち

に話しかけます。年齢が上がるにつれ、英語により比重を置き日本語と英語をバランス良

く学んでいます。 

＜1歳児＞  

 ・家庭的な雰囲気を大切に保育者と信頼関係を築き、安心して過ごす 

 ・連絡ノートにご家庭での様子を記入いただき情報を共有する 

 ・季節の行事への参加 

 ・毎日の戸外活動 

＜2歳児＞ 

 ・一人ひとりが安心して生活を送る中で、自分の思いを表現し十分に自己発揮していく 

・連絡ノートにご家庭での様子を記入いただき情報を共有する 

 ・季節の行事への参加 

 ・毎日の戸外活動 

 ・アクティビティ活動（後半）・課題保育 

＜3歳児＞ 

 ・園生活に慣れ親しみ、安心して過ごす 

・季節の行事への参加 

 ・毎日の戸外活動 

 ・アクティビティ活動・課題保育 

＜4歳児＞ 

 ・自分がやりたいことを見つけ、夢中になって遊び込む 

・季節の行事への参加 

 ・毎日の戸外活動 

 ・アクティビティ活動・課題保育 

＜５歳児＞ 

 ・自分の気づきや、考え、思いを、友だちと共有しながら、互いに試行錯誤し、 

創意工夫したりして遊びを楽しむ 

・季節の行事への参加 

 ・毎日の戸外活動 

 ・アクティビティ活動・課題保育 

 ・グループ内外の5歳児交流参加 
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＊各種アクティビティ活動内容・ Learning  Points 

活動に集中出来ず事故に繋がると判断した時は、活動に参加できない場合があります。 

 ・スイミングスクール（NECスイミングスクール溝の口校） 

  水に慣れて楽しみながら段階的に泳げるようになっていきます。 

  年間を通しての参加（スイミングスクールの送迎あり）、参加については保護者様の 

同意書記入後の対応で保育料と別途料金が必要となります。＊別紙：同意書あり 

カリキュラム 

メダカ組（水色帽子） 

腰掛水慣れ、キック 

顔付け水中歩行、かけっこ、

ジャンプ 

ワニ歩き 

綱渡り 

板キック（5～10ｍ） 

板とびこみ（低いところ） 

背浮き…など

ラッコ組（黄色帽子） 

面かぶり壁キック 

板キック（10～15ｍ） 

板とびこみ（高いところ） 

面かぶりキック 

背面キック…など 

＜ヘルパーなし＞ 

顔付け遊泳 

フロア上での水中運動

イルカ組（ピンク帽子） 

立ちとびこみ 

とびこみ 

面かぶりキック（5～7ｍ） 

自由遊泳 

背面スタート・キック 

背泳ぎ（イメージ作り） 

クロール（イメージ作り） 

板キック

・書き方 

  日本語を読み書きすることで基本的な国語力・集中力を身につけます。 

4歳児→手本を真似て書く  5 歳児→ひらがな、カタカナの文字を理解し書く 

 ・サッカースクール 

  サッカースクールの専門コーチによる指導。サッカーだけでなくいろいろな運動を 

しながら体を動かしていく中で基礎体力を高め、協調性や忍耐力を育てます。 

3歳児 4歳児 5歳児 

ボールに慣れる ボールをコントロールする 
ボールを使ってのパスをする 

足の使い分けをする 

全クラス：ドリブルシュート、試合体験 

 ・フラダンス 

  ハワイの伝統舞踊を専門講師による指導。体を動かしながら、感性と表現力を身につけ

ていきます。 

全クラス学年末にはリズムに合わせて体を動かせるようになる 

 ・English Art 

シュタイナーの教育方針を取り入れた外国人講師による指導。絵本、歌、ダンス等リト

ミックを行いながらのびのび自己表現できるArt です。 

体での表現といろんな教材を使いイメージを楽しみながら絵を描く 
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＊曜日・年齢別活動内容  

毎日：朝・夕の会でEnglish Lesson 

 1 歳児 ２歳児 3歳児 4歳児 ５歳児 

月 English リトミック English リトミック POOL POOL/かきかた POOL/かきかた 

火 
散歩 English Work 

サッカー（後半）

サッカー 

English Work 

サッカー 

English Work 

サッカー 

English Work 

水     English Work 

木 
 散歩 フラダンス 

English Work 

フラダンス フラダンス 

金 
English リトミック English リトミック English Work 

Art：幼児クラスが順番でレッスンを行っている

 ＊活動日を変更する場合があります。月の予定はお便りで再確認をお願いします。 

 ＊２歳児：3歳児のアクティビティ活動の導入として後半（時期未定）からサッカーの活

動予定 

English Learning  Points 

1 歳児 ２歳児 3歳児 4歳児 ５歳児 

英語に触れながら

リトミックを行う 

アルファベットの

読みが出来る 

アルファベットの

読み書きが出来る 

自分の名前をアル

ファベットで書け

る 

・英語で簡単な会

話が出来る 

・希望者は児童英

検受験あり 
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＜毎日の教育・保育の流れ＞ 

時間 乳児 幼児 

7:00 

7:30 

開園 

保育標準時間（11時間）開始 

順次登園 

開園 

保育標準時間（11時間）開始 

順次登園 

8:30 

9:00 

10:00 

保育短時間（8時間）開始 

順次登園 

おやつ 

朝の会 

遊び（室内外）・散歩 

課題保育 

保育短時間（8時間）開始 

順次登園 

朝の会 

遊び（室内外）・散歩 

課題保育 

アクティビティ活動 

11:20 食事（年齢によって前後します） 食事（年齢によって前後します） 

12:00 お昼寝（年齢によって前後します）  

12:30 

14:45 

15:00 

目覚め 

おやつ 

帰りの会 

お昼寝（年齢によって前後します） 

目覚め 

おやつ 

帰りの会 

15:30 順次降園 順次降園 

16:30 保育短時間終了 保育時間短時間終了 

18:30 

19:00 

保育標準時間終了 

閉園 

保育時間標準終了 

閉園 

 ＊上記の一日の流れは、平日の基本の時間となります。 

保育活動の内容、様子により時間変更することもあります。予めご了承ください。 

＊慣らし保育 

入園時、園生活に慣れることを目的とし、通常の保育時間よりも短い時間の保育を行っています。 

期間は幼児と乳児により異なります。欠席は、慣らし保育の日数には含まれません。

【幼児】１週間慣らし保育  

・1日目、２日目‥9:00～11:00 

・3日目、４日目‥9:00～1２:00ごろ 給食を食べるためクラスにより時間が異なる 

・５日目、9:00～15:00 お昼寝後まで  

・６日目～通常保育  

※他園からの転園などの場合、慣らし保育の期間について対応できることがございます。 

※アクティビティのプールへの参加は、2週目からとなります。 

【乳児】２週間慣らし保育 

・５日間 ９:00～11:00 

・３日間 9:00～12:00 ランチまで 

・２日間 9:00～15:00 お昼寝後まで 

※子どもの状況により慣らし保育の期間が変更される場合もございます。 
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＊お散歩で利用している公園 

山崎公園・噴水広場・階段広場・ききょう公園・くさぶえの道・ゆうひが丘公園 

・宿の入公園・あゆみが丘公園・烏山公園・光が丘公園・牛久保西公園などに出かけます。 

＜保育計画（年間）＞ 

クラス 保育計画 

１

歳

児

・保育者と信頼関係を築き、安心して過ごす 

・好きな遊びや探索活動を十分に楽しむ 

・身近な自然に興味を持ち、匂いをかいだり、触ったり、拾うことを楽しむ 

・友だちのしていることに興味を持ち、友だちと同じものを使って遊びを楽しむ 

・「自分で」という気持ちを持ち、身の回りのことをやってみようとする 

・保育者や友だちと一緒にいることで安心し、様々なことに興味・関心を広げる 

・様々な体の動きを経験し、体を動かして遊ぶ楽しさを味わう 

・保育者や友だちと見立て遊びやつもり遊びなどを楽しむ 

・保育者に気持ちや思いを身振りや簡単な言葉で表現しようとする 

２

歳

児

・一人ひとりが安心して生活を送る中で自分の思いを表現し、十分に自己発揮していく 

・保育者との関わりの中で、自分で出来ることが増え、生活に必要な身の回りのことを

自分でしようとする 

・友だちとの関わりを楽しみ、一緒に遊ぶ楽しさを味わう 

・保育者や友だちと一緒に言葉のやり取りを楽しみ、イメージを共有しながらごっこ遊

びや集団遊びを楽しむ 

・様々な季節の自然に触れ、関心を持った事象について探り、発見する楽しさを知る 

３

歳

児

・園生活に慣れ親しみ、安心して過ごす 

・自分で出来る喜びを感じ、自ら行おうとする 

・新しい環境の中で自分を思い切り表現し、様々な事柄に興味・関心を持つ 

・他者に気づき、かかわり合う喜びや楽しさを知る 

４

歳

児

・自分自身に対して肯定的な感情を持ち、安心して自己発揮し、園生活を楽しむ 

・自分がやりたいことを見つけ、夢中になって遊び込む 

・保育者や友だちに親しみを持ち、他者と共に遊んだり、生活したりすることに喜びや

楽しみを見出す 

・遊びや生活の中で「もっとこうしたい」「これをやりたい」という気持ちを育むとと

もに、問いや課題に向けて創意工夫し挑戦する 

・身近な自然や文字や数に興味・関心を抱き、親しむ 

・5歳児の姿に影響や刺激を受けながら、進級への期待を育む 
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５

歳

児

・豊かな体験を積み重ねながら、互いの健康や安全への意識を持ち、自ら主体的に行動

する力など、生きる力の基礎を育む 

・自分の気づきや考え、思いを友だちと共有しながら、互いに試行錯誤したり、創意工

夫したりして、遊びを楽しむ 

・生活や遊びの中で、図、形、数量、文字、記号などに対する感覚を豊かにし、様々な

方法で主体的に表現することを楽しむ 

・自然や季節、文化、社会、様々な人とかかわりながら、好奇心や探求心、畏敬の心や

命の大切さを感じ、遊びや生活に取り入れる 

・事物の背景や特徴、人の個性や役割などに気づき、それぞれを認め多様性を尊重し。、

生活や遊びに取り入れたり、受けとめたりして親しむ 

・好奇心、探求心、チャレンジ精神などを抱き、友だちと一緒に考え、判断し、行動し

ながら充実した園生活を過ごす 

そ

の

他 

年

間

行

事 

2023年度 行事予定計画 

・保護者の方にも参加をお願いする行事 

日程 曜日 行事 場所 

4月 1日 （土） 歓迎会（新入園児の保護者対象） 当園 

４月 3日 （月） 進級式 当園 

４月１4日 （金） 幼児保護者会 当園 

4月 21日 （金） 乳児保護者会 当園 

5月２0日 （土） 親子遠足 未定 

6月中旬頃  保育参観 当園 

7/3(月)～7/7(金)  個人面談期間 当園 

8月 23日 （水） 夏まつり 未定 

9月 1日 （水） 引き渡し訓練 当園 

未定 （土） 運動会 稲田グランド 

12月 15日 （金） 発表会 当園 

1/15(月)～1/19(金)  個人面談期間 当園 

２月１2日 （金） 進級説明会 当園 

3月 23日 （土） 卒園式 当園 
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・園児だけで実施する行事 

日程 行事内容 5歳児遠足 

毎月第２水曜日 ・身体測定（全園児） ＊日程・場所につき

ましては改めてご連

絡いたします。 

毎月 1日 ・避難訓練 

毎月第3水曜日 ・お誕生会 

4月  〇 

5 月   

6 月  〇 

7 月 ・七夕会  

8 月 ・スイカ割り  

９月 
・消防署見学 

・お月見会 

〇夏祭り 

10月 ・ハロウィン 〇キャンプ 

11月 
・七五三 

・芋掘り遠足 

12月 ・クリスマス  

1 月 ・餅つき 〇 

2月 ・節分 〇 

3月 
・ひなまつり 

・お別れ遠足 

〇 

＊各健康診断あり 

＊行事は予定となります。日程変更はお便りでお知らせいたします。 

＜クラス編成＞ 

年齢 クラス名 

１歳児 PANDA 2021.4.2～2022.4.1 

２歳児 RABBIT 2020.4.2～2021.4.1 

３歳児 MONKEY 2019.4.2～2020.4.1 

４歳児 BEAR  2018.4.2～2019.4.1 

５歳児 LION  2017.4.2～2018.4.1 



- 12 - 

11 給食等について 

提供内容 
保育園での摂取割合 

（一日の摂取カロリー） 朝おやつ 
給食 

おやつ 
主食 副食 

１歳児 ○ ○ ○ ○ 50％ 

（1050kcal） ２歳児 ○ ○ ○ ○ 

３歳児  ○ ○ ○ 

40％ 

（1400kcal） 
４歳児  ○ ○ ○ 

５歳児  ○ ○ ○ 

＜給食の提供にあたって＞ 

・昼食、おやつ共に食材購入先のメニューによる給食です。 

・自園調理です。 

・月末に翌月の献立表を、イロドリまたはメールにて配信します。 

＊状況に応じて、献立の内容を変更する場合もありますのでご了承ください。 

・給食の取り置き及び早退の場合の食べ物の持ち帰りは、衛生管理上行いませ 

 んのでご了承ください。 

・入園時に食べ物の喫食状況を確認させていただきます。 

＜アレルギー対応について＞ 

当園は、横浜市が策定する「保育所における食物アレルギー対応マニュアル」に則り、自園 

アレルギー対応マニュアルを策定し、それに基づき、適切な対応に努めています。 

・アレルギー等がある場合は必ずお申し出ください。 

・除去食について対応いたしますが、除去が難しいメニューにつきましては 

 持ち込みをお願いします。（除去食申請には医師の診断が必要です） 

＊除去食申請に必要な書類 

保育・教育施設におけるアレルギー疾患生活管理指導表（医師が記入） 

 除去食申請書（保護者が記入） 

・成長過程にあるお子様はアレルギーに関しても変化が大きい時期です。 

 定期的に（半年から１年に1回）受診し、保育・教育施設におけるアレルギー疾患生活 

指導表を更新してください。 

除去を解除する場合は、給食で提供する量程度をお家で3回以上食べて何ら症状が出ない

場合に除去食解除書（保護者記入）を提出してください。 

・持ち込みについて 

＊当日に食べきれる量をお持ちください。（原則、手作りの物） 

＊他のお子様と一緒のお部屋で食べるため、献立に沿った内容のものをお願いします。 

＊ご家庭から保育園まで、保冷剤を付けることをおすすめします。 

＊衛生上、温めができるものが望ましく、園で温め以外（切る・焼く）はできませんので、

食べやすい形状にしてお持ちください。 

＊冷蔵庫で保管しますが、起因する体調不良等は責任を負いかねますのでご了承願います。 

＊お持ち込みを忘れてしまった場合も代替品の提供はできません。 

＊個人名タグをつけて保育士に渡してください。 
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12 保護者に用意していただくもの 

（１）-１ 入園時にご用意いただくもの 

・入園/継続 申込書・児童票 

・園児緊急連絡先 

・緊急時引き渡しカード（写真貼付） 

・健康記録 

・延長保育、土曜保育利用について 

・個人情報の取り扱いについての同意書 

・入所時健康診断書 

（３か月以内に区の実施している検診の報告書がある場合は不要） 

・検診の報告書（最新検診結果） 

・母子手帳のコピー（出生時のページ） 

・備品注文書 

・重要事項説明書同意書 

・(株)チャイルド エンジェルプラネットご利用にあたって（契約内容） 

＊３歳児クラス以上 

・スイミングスクールの同意書 

（１）-２ 進級時にご用意いただくもの 

・入園/継続 申込書・児童票 

・園児緊急連絡先 

・緊急時引き渡しカード（写真貼付） 

・延長保育、土曜保育利用について 

・個人情報の取り扱いについての同意書 

・検診の報告書（最新検診結果） 

・備品注文書 

・スイミングスクールの同意書（３・４・５歳児） 

・重要事項説明書同意書 

・(株)チャイルド エンジェルプラネットご利用にあたって（契約内容） 

＊確認後再提出していただく書類 

・健康記録 

<変更届> 

保育時間の変更 翌月の保育時間、曜日の変更は前月5日までにお願いします。 

住所・電話番号・勤務先 

緊急連絡先・家族構成等の変更 
提出書類の関係上、変更の場合はすみやかにご提出ください。 

<各行政への届出が必要な変更事項> 

①保育園を退園するとき 

②勤務先の変更 

③勤務時間の変更（保育認定時間の変更） 

④住所変更・氏名変更・世帯構成の変更 

＊連絡先：横浜市都筑区福祉保健センターこども家庭支援課 

  住所：〒224-0032 横浜市都筑茅ヶ崎中央32-1 電話：045-948-2463 
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（２） １ 園にお持ちいただくもの 

PANDA RABBIT 
MONKEY 

以上 
備考 

通園バッグ 〇 〇 〇 園指定バッグ 

連絡ノート 〇 〇  園にて購入 

汚れ物用袋 

（レジ袋・ポリ袋） 
〇 〇 〇 

年齢により異なる 

手拭きタオル 

（紐付き） 
〇 〇 〇 

フックに掛ける紐付き 

食事用タオル 〇 〇  食事の回数分 

食事用エプロン 〇 〇  食事の回数分 

コップ・コップ袋  〇 〇 

歯ブラシ   〇 

紙おむつ 
〇 〇  

おしり部分に１枚ずつマジックで 

記名 

おむつ交換マット 〇 〇  

着替えとＴシャツ 〇 〇 〇 園指定Tシャツ 

ペットボトル水筒   〇 

マスク   〇 

（２） ２ 園にお持ちいただくもの ※写真参照 

園に置いておくもの 備考 

カラー帽子 毎週末持ち帰り 

＊汚れたら週末以外でも持ち帰り お昼寝（シーツ、大きめのバスタオル） 

（エコバッグ）

着替え 汚れ物はその都度持ち帰り 

フェイスタオル 使用後その都度持ち帰り 

避難時使用靴（袋入り） 定期的にサイズチェックを保護者でお願いします。 

①すべての物にお名前をはっきり大きくご記入ください。 

帽子 

名前以外に園名・電話番号を必ず記入 

Ｔシャツ 

                表裏どちらでも構いませんがネームタグに 

名前を記入していただきＴシャツにつける 

＊名札について 

園内外活動時に名札を付けます。名札を付けた部分に穴が開く場合がありますのでご了承ください。 

エンジェルプラネット 

045-913-8741 

名前 
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（３） 服装について 

 ・活動、着脱しやすい服装で登園しましょう。 

 ・園生活は園指定のＴシャツを着用して保育を行います。 

 （午前の活動後に着替えを行います。午後の活動でもＴシャツを着用しますのでご準備を

お願いします。） 

 ＊ひもやフード、長めのスカートなど、ひっかかりやすい服装は事故につながる場合があ

る為、避けるようにしてください。 

（４） その他ご用意いただくもの 

・各クラスによる 

13 登園・降園について 

・イロドリにて保育時間の確認を行います。登園時は保育室に入る前に、降園時は降園準備が 

終了し、園を出る時点で保護者様が打刻をお願いします。 

・園に入所される際は、保護者証を保育者が確認できる場所に必ず身につけて下さい。 

・やむを得ず、園で確認できない方の送迎が必要な場合は、事前連絡、送迎者の身分証明書の 

提示をお願いする場合があります。 

・都合により保育時間の変更がある場合は、連絡をお願いします。 

・近隣の駐車場を利用しての車のＵターンはご遠慮ください。 

・自転車を停められる場合は、歩行者の妨げにならないよう隣りのビル：エンジェルプラネット

分室前に並べてください。＊他の店舗前には駐輪できません。 

・近隣の敷地内（階段、砂利敷き等）には入らないでください。 

（１）登園にあたっては、次の点に留意してください。 

・保護者または事前連絡を頂いた20歳以上の方が付き添い、9:00 までの登園

・欠席又は登園時間が遅れる場合は、必ず9:00までにイロドリに入力をお願いします。 

・やむを得ず登園時間が遅れた場合は、保護者が活動場所に連れて行っていただきます。 

・園内にアレル源を持ち込まない為、手・口・顔・などを清潔にした状態で登園 

（２）降園にあたっては、次の点に留意してください。 

・お迎え時間や人が変更になった場合は、直接園までの連絡が必要となります。 

 ＊連絡、確認ができない場合はお子さまをお渡しできません。 

14 保育園と保護者との連携について 

・保育は保護者とともに子どもを育てる営みであり、子どもの24時間の生活を視野に入れ、

保護者の気持ちに寄り添いながら家庭との連携を密にして保育を行います。心配なこと、

分からないことはいつでも職員にお尋ねください。 

・メールとイロドリアプリの登録 

 ＊入園時に両方登録していただきます。 

 ＊イロドリにて緊急時連絡、行事、園からのお便り（給食メニュー・園、クラス便り等）、 
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  諸経費明細表等の連絡がいきます。通知をオンに設定してください。 

・連絡帳（1,2 歳児対応、その他ノートが必要と判断された場合） 

 ＊お子様の成長について一緒に考え共感し話し合うために活用 

 ＊食事、睡眠、排泄等の健康状態の周知 

 ＊緊急性、口頭での伝達が必要な場合はノートに記入の上、必ず保育者にお伝え下さい。 

・クラス便り  

 ＊園行事、保育目標、子どもたちの様子を伝える。  

15 健康診断、健康管理について 

（１）健康診断 

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しています。 

・園児健康診断  全園児    ２回 

・歯科健診    全園児    ２回 

・視聴覚健診   ３歳児    １回 

・尿検査    3・4・5歳児  １回  など 

（２）健康管理、病気のときの対応 

・体温測定をご家庭で行い、登園までにイロドリの入力をお願いします。 

・体温は37.5 度未満で健康であることが受け入れの基準となります。体調が優れない時に

は家庭保育をお願いします。 

・保育中に37.5 度以上になった時や、下痢・嘔吐の症状がみられる時、体調がいつもと違

う場合は、熱が上がった時点で保護者の方にご連絡いたします。 

 その際はできるだけ早いお迎えをお願いします。受診後は結果の報告をお願いします。 

・発疹が見られた場合は病院で受診し、原因がわかってから登園をお願いします。 

・保育の安全上、疾病時保育はいたしません。活動に支障のある体調や怪我の場合はご家庭

での保育をお願いします。 

・疾病の判断に迷う場合は、園医の判断を仰ぐことがあります。 

・万一保育中に手当が必要と思われる怪我をした時には、保護者にご連絡した上で、最寄り

の病院を受診し、結果につきましては折り返し状況を連絡させていただきます。 

・予防接種を受けた当日はお預かりできません。 

・園内での汚れ物の洗濯は、感染予防の為いたしません。 

・園での投薬について 

 ＊以下の場合を除き、園での投薬は原則いたしません。 

 a)抗けいれん剤、心疾患用薬剤、食物アレルギー予防薬等、慢性疾患を抱え決まった時間

に投薬する事が必要であると医師が判断した薬。 

 b)熱性けいれんを起こしやすい園児が用いる発熱時のけいれん予防の薬 

 c)医師が処方した薬で、保育園にいる間にどうしても外用する必要がある塗り薬  

 ＊上記の薬については、「投薬依頼書」「主治医意見書」の提出が必要 

・家庭内でインフルエンザ患者が出た場合、ご家庭での保育をお願いします。   

・ホクナリンテープは剥がれ落ちた時の誤食で事故の原因になります。登園時は必ず がし

てください。 

・前夜、当日朝に解熱剤を使用したときはお預かりできません。 
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16 感染症対策について 

感染症又は食中毒が発生、又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防のための衛生管

理を、適切に実施します。 

・園での予防対策 

 ＊空気清浄機、24時間換気環境、加湿器等の設置 

 ＊入所時の手指消毒 

 ＊手洗い・うがいの徹底 

 ＊施設内外の衛生管理（玩具、保育室等の消毒） 

 ＊職員の衛生管理・検便検査 

 ＊個人タオルの使用 

 ＊調理室入所時の衛生管理の徹底 

 ＊予防接種状況確認の為、保護者記入のチェック表提出 

・保育中に感染症の疑いのある子どもに気づいたときは、別室に移動させ体温測定等により

子どもの症状を的確にし、体調の変化等について記録を行う。 

・保護者様に連絡を取り、記録をもとに症状や経過を正確に伝えるとともに、適宜、嘱託医

等に相談して指示を受けます。 

・保護者様に対して地域や保育所内での感染症の発生状況等についてお便り・メール・掲示

等で情報を提供します。 

・感染したときは、速やかに医療機関での受診を行い結果をご連絡ください。 

・伝染する感染症にかかり回復して登園する際には、健康（全身）状態が保育所での集団生

活に適応できる状態まで回復していること。保育所内での感染症の集団発生や流行につな

がらないこととします。又医療関係による登園許可書が必要となる場合があります。 

・職員についても、周囲への感染拡大防止の観点から、勤務を停止することが必要になる場

合があります。 

17 障害児保育について 

・療育手帳を持っている子どもに対して行われる保育です。 

・内容 

 ＊日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等 

・子どもへの適切な接し方の把握など、保護者様とのコミュニケーションを大切にし、家庭

と園との継続性を大切にします。 

18 医療的ケアが必要な児童の保育について 

・現在当園では対応いたしておりません。 
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19 嘱託医 

以下の医療機関（小児科・内科）と嘱託医契約を締結しています。 

医療機関の名称 しんぼこどもクリニック 

医院長名 新保 敏和 

所在地 
〒224-0001  横浜市都筑区中川1-21-20 

         マイキャッスル港北中川 １F 6001号 

電話番号 045-913-0501 

20 嘱託歯科医 

以下の歯科医と嘱託歯科医契約を締結しています。 

医療機関の名称 
医療法人社団敬友会 

都筑キッズデンタルランド 

医院長名 久保倉 弘考 

所在地 〒224-0001  横浜市都筑区中川1-19-13 

電話番号 045-912-1181 

21 地域防災拠点、広域避難場所 

保育園近隣の地域防災拠点、広域避難場所は次のとおりです。 

地域防災拠点 中川西小学校、中川西中学校 

広域避難場所 山崎公園  住所：都筑区4-19 

その他 ハウスクエア横浜 

22 緊急時における対応 

保育・教育の提供中に、子どもの健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、お子さま

の保護者の方があらかじめ指定した緊急連絡先に連絡します。また、嘱託医又は子どもの主治医

に相談する等の措置を講じます。 

保護者と連絡が取れない場合には、乳幼児の身体の安全を最優先させ、当保育所が責任を持っ

て、しかるべき対処を行いますので、あらかじめご了承願います。 

＜近隣の緊急連絡先＞ 

警察署 都筑警察署  045-949-0101 

消防署 都筑消防署  045-945-0119 

保健所 都筑保健所  045-948-2344  
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23 非常災害時の対策 

非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定めています。 

非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知すると 

ともに、毎月１回以上避難及び消火、救出その他必要な訓練を実施しています。 

防火管理者 篠原 奈美 

消防計画届出年月日 消防署    2023 年 3月提出予定 

避難訓練 避難訓練年間計画 ＊1階廊下掲示 

防災設備 火災通報装置、電話、消火器、誘導灯、火災報知器  

＜非常事態の種類と園での対応＞ 

非常事態の種類 園での対応 

火災・大規模地震 入園時に登録いただいたメールアドレスと災害用伝言板

web171に状況配信 

緊急掲示板にて状況等公開 

＊入園時に保育園のメールアドレス宛にお子さまのお名前を入れて送信をお願いします。 

angelplanet@child-land.jp 

また、アドレス変更時は速やかに変更対応をお願いします。 

＜保護者様へのお願い＞ 

・非常時発生時には、保護者の方は早急にお子さまのお迎えをお願いします。保護者の方のお迎え

まで責任を持って園でお預かりいたします。引き渡しカード記入者以外の方がお迎えの場合は、

保護者からの確認が取れ次第の引き渡しとなります。 

・非常事態発生時には、保育園は次のように対応いたしますので内容をご理解いただき、ご協力を

お願いします。 

 a)避難命令と同時に「休園」となります。 

 b)保育時間中に避難命令が発令された場合は、お子さまは引き渡しカードにご登録していただい

ている保護者の方にお引き渡し致します。 

c)災害状況により避難場所へ移動することがあります。 

＊移動する時は園舎建物（基本は玄関）に避難場所を記入し、掲示しますので確認いただき避

難場所へのお迎えをお願いします。 

d)保育時間外に避難命令が発令された場合は、警戒宣言が解除されるまで休園となります。 

24 賠償責任保険の加入状況 

以下の保険に加入しています。 

保険の種類 賠償責任保険・傷害保険 

保険の内容 死亡保険・後遺障害保険・入院保険 

保険金額 60,000千円／1名  300,000千円／1事故 



- 20 - 

25 業務の質の評価について 

保育所の自己評価 

実施方法：保育士等の自己評価に基づき、 

全員で話し合い年１回、自己評価を実施 

公表方法：園内掲示 

外部評価 

※外部評価は努力義務

実施方法：横浜市福祉サービス第三者評価を受診 

公表方法：５年に１回（2020年度実施） 

公表先：横浜市ホームページ 

26 苦情相談窓口 

要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

相談・苦情受付担当者 
・神武 / 渡部  045-508-9374 

・山野  陽子   045-913-8741 

相談・苦情解決責任者 ・飯倉  鉄人  045-913-8741 

第三者委員 

※外部評価は努力義務

永山 洋子 
電話番号 045-912-5419 

役職・肩書  民生委員 

高橋 仁美 
電話番号 045-591-1560 

役職・肩書  民生委員 

受付方法：面接、メール、電話、文書などの方法により、相談・苦情を受け付けています。 

玄関の入り口にご意見箱を設置しています。 

27 連携施設 

連携施設の種類 小規模保育事業 

名称 エンジェルプラネット仲町台園 

所在地 
〒224-0041  横浜市都筑区仲町台1-15-8 

電話：045-943-4175 

連携協力の概要 土曜保育合同 

28 地域の育児支援について 

・地域子育て支援拠点として、子育て家庭の多様なニーズに対応し、安心して過ごせる 

居場所や支えとなるように努める。 

 ＊園活動の情報発信 

 ＊保育体験（英語・製作等） 
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29 小学校等との連携について  

・入所している子どもの資料（要録）の小学校への送付 

・区、地域の幼小保と連携を取りながら情報交換を行う 

30 その他保護者に説明すべき事項 

 ・お仕事がお休みの日は、原則としてご家庭で一緒にお過ごし下さい。ご都合により園での保育

を希望される場合は、連絡いただき短時間保育でのお迎えをお願いします。 

   ＊保護者様の勤務状況をお知らせください。（保護者様記入の勤務表提出あり） 

・長時間保育について 

   ＊お子さまの発達過程や生活リズムで心身の生じることのないようご家庭でゆっくりと 

くつろぐことができる環境を整える為、保護者様との情報を共有することが必要となります。

ご理解、ご協力をお願いします。 
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 実費徴収 

対象児童 １歳児 

【対象児童全員から同額を実費徴収する項目】 

項目 金額(円)（1人当たり年額） 金額の内訳 

教材費 2,400円 

（1ヶ月200円×12ヵ月）

・毎月の製作代 

・保育に必要な紙等 

行事費 500円程度 運動会・ハロウィン・クリスマス等

入園時に必要な費用 7,530円 保育備品(リュック、Ｔシャツ等) 

 合計金額 10,430円  

対象児童 ２歳児 

【対象児童全員から同額を実費徴収する項目】 

項目 金額(円)（1人当たり年額） 金額の内訳 

教材費 2,400円 

（1ヶ月200円×12ヵ月）

・毎月の製作代 

・保育に必要な紙等 

行事費 2,000円程度 運動会・ハロウィン・クリスマス・各遠足等

進級に必要な費用 1,098円 クレヨン・自由画帳 

入園時に必要な費用 8,528円 保育備品(リュック、Ｔシャツ等) 

その他 テキスト代 1,000円 英語テキスト代 

 合計金額 13,928円 進級：6,498円

対象児童 ３歳児 

【対象児童全員から同額を実費徴収する項目】 

項目 金額(円)（1人当たり年額） 金額の内訳 

教材費 2,４00円 

（1ヶ月200円×12ヵ月）

・毎月の製作代 

・保育に必要な紙等 

行事費 2,000円程度 運動会・ハロウィン・クリスマス・各遠足等

進級に必要な費用 4,261円 クレヨン・自由画帳（テキスト以外） 

入園時に必要な費用 11,984円 保育備品(リュック、Ｔシャツ等) 

プール代 月 69,600円 

（１ヶ月5,800円×12ヶ月）

月4回の料金5,800円 

（回数により変動あり） 

その他 テキスト代 2,750円 英語テキスト代 

 合計金額 88,734円 進級：81,011円 
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対象児童 ４歳児 

【対象児童全員から同額を実費徴収する項目】 

項目 金額(円)（1人当たり年額） 金額の内訳 

教材費 2,400円 

（1ヶ月200円×12ヵ月）

・毎月の製作代 

・保育に必要な紙等 

行事費 2,000円程度 運動会・ハロウィン・クリスマス・各遠足等

入園時に必要な費用 11,984円 保育備品(リュック、Ｔシャツ等) 

プール代 月 69,600円 

（１ヶ月5,800円×12ヶ月）

月4回の料金5,800円 

（回数により変動あり） 

その他 テキスト代 3,344円 書き方、英語テキスト代 

 合計金額 89,328円 進級77,344円 

対象児童 ５歳児 

【対象児童全員から同額を実費徴収する項目】 

項目 金額(円)（1人当たり年額） 金額の内訳 

教材費 2,400円 

（1ヶ月200円×12ヵ月） 

・毎月の製作代 

・保育に必要な紙等 

行事費 2,000円程度 運動会・ハロウィン・クリスマス・各遠足等

入園時に必要な費用 11,984円 保育備品(リュック、Ｔシャツ等) 

プール代 月 69,600円 

（１ヶ月5,800円×12ヶ月） 

月 4回の料金5,800円 

（回数により変動あり） 

その他 テキスト代 3,366円 書き方、英語テキスト代 

 合計金額 89,350円 進級：77,366円 

【希望者のみ徴収項目】 

項目 徴収単位 金額（円） 

サマーキャンプ 参加説明後 20,000円程度 

５歳児遠足 活動後 各回 1,000～2,000円程度 


