
 

 

入園のしおり 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こどものまち保育室かちがわ駅前 

 

 

 

 



2 
 

施設のご紹介 

保育理念 

     生きる力を育てる 

 

施設名 

     こどものまち保育室かちがわ駅前 

 

所在地 

     〒486-0931 

     愛知県春日井市松新町 2-80-1 

     TEL 0568-29-9961 
 

定員 

     認可定員 19名 

  

開園日   

令和 4年 4月 1日 

 

内訳    

0歳児： 3名 

     1歳児： 8名 

     2歳児：  8名 

     ※待機児童対策等により、若干変動することがあります。 

 

開所日時 

     月曜日～金曜日：午前 7時 30分～午後 7時 00分 

             （延長保育：午後 6 時 30 分～午後 7 時 00 分）  

         土曜日：午前 7時 30分～午後 6時 30分 

※土曜日保育を希望される方は、両親の土曜保育申請書（別紙 7）が必要です。  

 

休所日 

日曜日、祝祭日、年末年始（12 月 29日～1月 3日） 

 

連携施設  

     【こどものまち小野町保育園 瑞雲保育園】 

※連携施設への利用決定を必ず保障できるものではありません 
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子どもの安全と安心を確保 

送迎時の注意（園内） 

• 送迎時は、保護者証をお持ちください。 

• 9時 00分までの登園をお願いしています。 

• 欠席または登園が遅れるときは、8 時 30 分までに、保育室へキッズリーで連絡

をお願いします。 

• 登園したら、お子様の体調等を確認させていただき、検温させていただきます。 

• ご家庭でケガをしたなど健康上に変わったことがあれば、必ずお知らせくださ

い。 

• 朝ごはんを必ず食べて登園してください。  

• 室内での飲食は、事故の原因にもなりますのでご遠慮ください。 

• 私用のおもちゃ・飲食の持ち込みはご遠慮ください。 

• 必ず保護者の方が送迎をして下さい。止むを得ず保護者以外の方が送迎する場

合は、必ず園に連絡をして下さい。なお、小・中学生等の送迎は安全上お受けで

きません。 

• その日の連絡先がいつもと変わる場合（出張など）は、予めお知らせください。 

• 急な残業・交通渋滞による事情でお迎え時間が遅れる場合は、必ず連絡してくだ

さい。 

 

送迎時の注意（園外） 

• 駐車場／駐輪場は、譲り合ってお使いください。 

• 駐車場での事故や盗難等の事案については、保障できません。 

• 登園、降園時の事件、事故等は、保障できません。 

• 登園、降園後は、速やかにお帰りをお願いします。 

• また、近隣の方のご自宅などには絶対に、侵入しないようにお願いします。 

 

その他の注意 

• 行事の際に撮影した写真や、画像を SNSなどに公開することはお控えください。 

• 室内、敷地内及び、駐車場は禁煙です。 
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給食について 

〈1〉 食事は体の資本 

お子様の生活の中の三大要素は「あそぶ」「眠る」そして「食事」です。朝のおやつ

は、時間が早いので市販のものを使っていますが、給食・午後のおやつは、手作り

の物を提供しています。明るく楽しい食事の場を与え、みんなで食べることの喜び

を伝え、苦手な物も食べられるように促し、食べることの大切さを伝え、様々な食

事のマナーが身に付くようにしていきます 

 

〈2〉 離乳食 

保育室では中期食から提供します。また、提供する際には食材摂取確認票に基づき

家庭で試していただき、アレルギー等がないかを確認していただいてからの提供に

なります。また、お子様の様子を見て、ご家庭と話し合いながら、一人ひとりに合

わせて個別に対応します。 

 

〈3〉 ミルクについて 

• 粉ミルクは保育室で用意いたします。 

• 離乳食後のミルクは食事の量が増えれば減っていきます。こちらについても、

お子様の様子を見ながら量を調整いたします。 

 

〈4〉 食物アレルギー（除去食）について 

• 食物アレルギーの源（アレルゲン）とされる食物は広範な食物に及びます。成

長期にある乳幼児の食事から、発育上必要な栄養を安易に除くことの危険性も

指摘されています。このため保育室では、次のとおり対応しております。 

• 医師が摂取することを禁じている食物を、給食として提供することは適切では

無いため、保育室では入園面談時に『医師の指示書（様式自由）』、『生活管理

指導表（別紙 5）』を配布します。かかりつけの医師に記入していただき保育室

へ提出。それに基づき完全除去での対応とさせていただきます。 

• 食物アレルギーとの診断を受けているお子様は、定期的に医師の診断を受け、

症状と医師の指示内容をその都度お知らせください。 

• 除去内容は、毎月の献立に基づき保護者様と保育者・調理者間で確認します。 

• 原因食物の除去を解除する場合にも、医師の指示書に基づいて対応いたしま

す。 
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非常事態等の対応 

〈1〉台風等のとき 

・暴風警報が当日の午前 6 時 30 分現在発令されている場合は、午前 7 時 30 分から

の保育見合わせとなります。 

・暴風警報の発令が解除されましたら、解除時点から 1 時間後より、保育開始とな

ります。ただし、給食はございませんので、お昼に差し掛かる場合は、お弁当をご

持参ください。 

・平日は午後 3時以降、土曜日は午前 11時以降に解除の場合、休園となります。 

・避難勧告、避難指示、特別警報発令時は、休園です。 
 

〈2〉地震のとき 

・登園前に「地震注意情報」が発表された場合（又は警戒宣言が発令された場合）は

休園になります。 

・登園後に「地震注意情報」が発表された場合（又は警戒宣言が発令された場合）、

保育は中止になります。なお、保護者の迎えがあるまでお子さんをお預かりするこ

とになりますが、できるだけ早くお迎えに来てください。 

 

※地震注意情報とは 

「地震の前兆現象の可能性が高まったと認められた場合」に気象庁から発表されるものです。 

 

※警戒宣言とは 

「2、3 日（又は数時間）以内にマグニチュード 8 程度の大地震が発生し、震度 6 弱以上の揺れ

が発生するおそれがある場合」に地震による被害を軽減させる目的で、内閣総理大臣が閣議に

かけて発令するものです。 

 

〈3〉新型コロナウイルス対策について 

・当園では新型コロナウイルス対策といたしまして、当園の際は保護者の方はマスク

の着用を、また玄関先で保護者及びお子様の検温をさせていただきます。その際に

体温が 37.5度以上あった場合、ご帰宅していただくようお願い致します。 

・風邪の症状が見られた場合は病院への受診をお願い致します。 

・仕事がお休みの日は家庭保育のご協力をお願い致します。 
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〈3〉保育時間中に大きな災害が発生した場合 

・原則、保育室でお迎えをお待ちしています。 

・災害の状況によっては、保護者の方へ連絡ができないことも考えられますので、身

の安全を確認し、すみやかにお迎えをお願いします。なお、直ちにお迎えにこられ

ない場合には、お子様の安全性の確保を図るため保育室で指定している避難所に移

動することがあります。この場合は、連絡先を保育室の入口に掲示します。   

 

一時避難場所…保育室前の駐車場 

避難場所………勝川小学校 

 

・お子様の引き渡しは予め届け出のある方としますが、確認のため「引取名簿」への

記載をしていただくこととなります。 

・お迎えの際には、保護者証、あるいは身分証明書をお持ちください。 

 

・不審者侵入等の事件防止と対応 

〈1〉 防犯対策として玄関は常に施錠しています。 

〈2〉 お子様の防犯意識の向上と、素早い対応能力を身につけるため、不審者訓練を

実施します。 

〈3〉 保護者の方に確実に連絡ができるよう、日頃から連絡先は常に明確にしておい

てください。お迎えをお願いすることもあります。 

 

・避難訓練の実施 

お子様の発達に応じて避難訓練の目的や意義を理解させ、毎月 1回、地震・火災、

水害を想定した避難訓練を行います。 
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子どもの心身と健康を保護 

体調が優れない場合 

・37.5 度以上の発熱があった時にはご連絡いたします。なお、38 度を超えた場合には

お迎えをお願いいたします。ただし、38度を超えない場合でも、ぐったりしているな

ど、お子様の様子によっては、お迎えをお願いいたします。 

・嘔吐した時には、念のためご連絡いたします。状況によってはお迎えをお願いいたし

ます。 

・熱がなくても泣き続けている、全く飲んだり食べたりすることができないなど、明ら

かに普段と様子が違う場合にも中耳炎など体調不良の可能性がありますので、お迎え

をお願いいたします。 

・感染症のときは、学校保健法を基準とし、一定の期日までお休みして頂きます。 

※『感染症の出席停止期間の基準（幼稚園･保育園・こども園用）』参照 

・万が一、応急処置以上の処置が必要になった場合、救急搬送（119番）をします。 

・元気よく起きられたか・機嫌はどうか・顔色はどうか・食欲はどうか・便の状態はど

うか・熱はどうか・前日に高熱が出た場合は様子をみて、ご家庭で安静にしましょう。 

        

医療機関での対応方法 

・病気（発熱や下痢、嘔吐を含む）やケガの後に登園されるときは、医師に「保育室に

通っている」ことを話し、登園してもよいかどうか確かめてください。持病があるお

子様は必ず入園面談時にお知らせください。（熱性けいれん、喘息など） 

・薬の処方は、朝夕 2回にしていただくようにご協力をお願いします。 

・感染症と診断されたときには、必ずお休みいただきます。治って登園する場合には、

下記の書類を保育室へ提出してください。 

1. 当園の嘱託医、かかりつけの医師に記入して頂いた『登園許可証（別紙 1）』 

2. 保護者様が記入した『登園届（別紙 2）』 
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与薬について 

保育室では原則、与薬を控えさせていただきます。 

 

☆やむを得ず薬を持参される場合 

1. 今の症状に対し、医師が処方した物のみお預かりいたします。（市販の薬、以

前に処方された薬はお預かりできません） 

2. お預かりする薬は 1回分のみです。 

3. 登園時に、与薬に関する『与薬依頼書（別紙 3）』「お薬の説明書の写し」の提

出が必要です。 

【イメージ】 

      

 

健康診断について 

項目 内容など 

内科検診 年 2回 嘱託医が行います。 

歯科検診 年 1回 歯科医が行います。 

身長・体重の測定 毎月園で計測します。 

 

予防接種について 

職員へ、必ずお知らせください。お子様の体調をみながら、予防接種を計画的にすす

めましょう。予防接種後は、接種部位が腫れたり、発熱があったりと体調が変化する

可能性がありますので、接種後の登園はお控えください。 

 



9 
 

子どもと思い出づくり 

保育室の行事 

保育室では、日常の保育と調和のとれた内容の各種行事をおこなっています。それぞ

れの年齢や成長発達にふさわしい活動と、楽しく意欲的に参加でき、生活体験が豊かな

ものになるよう配慮して実施しています。また、行事を通して日常の園生活に変化と潤

いをもたらせたいと考えています。  

保護者様に参加していただく行事もあり、参加しやすい日時を設定いたしますので、

ふるってご参加下さい。詳しくは、『年間行事予定表（別紙 4）』をお配りしますので、

ご確認ください。 

 

個人情報保護について 

保育室では、お子様及び保護者様・家庭に関する個人情報の取扱いについて『個人情

報の保護に関する法律』及び慣例法令等を遵守し、個人情報の保護に努めます。詳しく

は、別紙『個人情報の取り扱いについて（別紙 6）』をご覧いただき、『同意書』にご署

名をお願いします。 

 

持ち物について 

◆入園時に、子ども医療証、健康保険証の写しをご提出ください。 

 0歳 1歳 2歳  

口拭タオル 

授乳用ガーゼ 

3枚 

必要枚数 

3枚 3枚  

毎日持ってくるもの 

エプロン（ナイロン製でも OK） 3枚 3枚 3枚 

哺乳瓶 必要な本数をお持ちください 

午睡用バスタオル（またはシーツ） 2枚 2枚 2枚 週末持ち帰るもの 

紙おむつ・パンツ 10枚 10枚 必要な方  

園に置いておくもの お尻ふき（お尻ナップ） 1個 1個 1個 

おしりマット（タオル） 1枚 1枚 1枚 

ビニール袋〈着替え用〉  1枚 1枚 1枚 

着替え（上下、パンツ、靴下） 3組 3組 3組 
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〈注意事項〉 

1 すべての持ち物に記名（ひらがな・フルネーム）をしてください。 

2 毎日の服装（着替え）は、清潔で活動的なもの、体にあったものをお願いします。

特に丈の長すぎるズボンは危険ですのでお控えください。 

3 1歳過ぎからは着脱の自立へと向かう時期です。オーバーオール、ロンパース等は

なるべく控えてください。 

4 フードや、硬い金具、取れやすい小さな飾りの付いた洋服は避けてください。（上

着も含む） 

 

保護者様へのお願い（入園時） 

・ 雑巾      5枚 

・ ティッシュ箱  5個 

・ 台拭き     5枚 

 

改訂日  令和 4年 4月 1日 

 

 

 

 

 

 

 

・ご協力をお願いいたします。 


