
入園のしおり
(重要事項説明書 )

〒174-0043　東京都板橋区坂下 1-18-14
☎ 03-5918-6507



もくじ

１：保育理念、目標、方針     

２：施設の概要、保育園周辺の地図     

３：企業主導型保育園について     

４：定員、保育時間、保育料、幼児教育・保育無償化について

５：給食について     

６：食育、園の行事食、アレルギーについて

７：教材について、ポートフォリオ     

８：園内研修     

９：保育の様子     

10：年間行事     

11：1日の過ごし方     

12：持ち物、園に常備しておくもの     

13：健康管理、健康状態について  

14：委託医・与薬について     

15：感染症について     

16：登園時間及び欠席などのご連絡についてのお願い
　　 お迎えが遅れる場合について
　　 園からのお知らせ
　　 意見・要望・苦情の対応について
　　 意見・要望・苦情の申し出から解決までの概要  

17：緊急災害時・避難訓練について

18：安全衛生について

1



2

保育理念

保育目標

保育方針

私たちの思い

さまざまな体験をとおして生きる力をつけ心をはぐくむ

自分の好きを増やし、やりたいことをやれる子ども（あたま）
自分の思いを伝えられる子ども（こころ）
体を使って元気にあそぶ子ども（からだ）

「生きる力」を大切にします
「経験」「体験」を大切にします
一人ひとりの「得意」を大切にします
「地域との関わり」を大切にします

子ども、保護者にとって安心できる 第 2のお家のような
保育園でありたい！

子どもの思いを尊重し、納得するまで見守っていきたい！

子どもも保護者も心身ともに健康で過ごせるように
サポートしていきたい！
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施設の概要

保育園周辺の地図

施設名称 　保育園フォレスタ・志村三丁目

住所  　〒１７４－００４３     
  　東京都板橋区坂下１－１８－１４　ハイツ高富1階

電話番号 　０３－５９１８－６５０７

休園日 　日曜日、祝日、年末年始

設置者 　合同会社マム・スマイル　代表社員　坂東愛子

定員  　1歳児：6名　　2歳児：6名　　計12名 

施設  　95㎡
　　　　　 　 （保育室、ほふく室、調理室、トイレ、事務室兼医務室、その他）

構造  　鉄筋コンクリート造（地上３階建） 

開園時間 　月曜日～土曜日　７：１５～２０：１５     　　　　
　  　　　　　 日曜・祝日・年末年始はお休み

職員　　　  　 園長 1名、主任保育士1名、保育士3名、看護師1名、調理師2名、
　　　　　　   栄養士1名、事務3名、保育補助4名
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企業主導型保育園について
企業主導型保育」は、働きやすい環境づくり（仕事と子育ての両立）を支援するための
保育園として、企業のニーズに応じて、保育所の柔軟な設置、運営を助成する制度で、
平成 28年度から始まった新しい事業です。 
内閣府所管により運営するため、国から運営費、設備費の助成金が出ます。
助成金が出ることにより、保育料が一般の認可保育園並みになります。

「保育園に入りたいけど、フルタイムで勤務していないと難しい」
「求職活動をしていても、保育園に入れないと就職が出来ない」 
「希望している園に入れなかった」
待機児童の多い地域ではこのような悩みがよく聞かれます。

「民間企業が運営する保育園」「認可外」と聞くと、施設や保育士の質に疑問を抱かれ
ることと思いますが、ご安心ください。
企業主導型保育事業は、国（内閣府）が推進している事業で、 認可外施設ではあります
が、次のように認可の保育事業に準じた特徴があります。  

・職員配置基準について、職員数や資格者が認可の小規模保育事業と同様 
・設備基準について、認可の事業所内保育事業や小規模保育事業と同様
・保育料について、子ども・子育て新制度下における利用者負担水準を必要以上に
　超えない範囲
・設定企業主導型保育園を開園するには国が定めた認可保育園並みの厳正な基準を
　クリアしなければ認めない  

当園のように基準を満たした保育園は、施設設備や　　と整備しております。 
       
また、運営主体である「児童育成員会」と園を設置している地域の担当課の監査を定
期的に受けており、安心です。 

認可保育園を利用するためには、住んでいる自治体の「保育の必要性」の認定（保育認定）
が必要で、短時間勤務などの場合で保育認定を受けられない場合には基本的に利用が
出来ません。
しかし、企業主導型保育では、企業と利用者との直接契約であるため、パートタイム
の方や保育認定がない従業員であっても利用が可能です。
また、区役所によって入所が決まった園が希望と異なる（遠い、保育方針が合わない等）
といった悩みも聞きます。登園の保育方針等ををしっかりとお伝えしたうえで、大切
なお子さまを預けたいとご希望される方にご利用いただきます。

利用者と施設（園）の直接契約

職員数や設備に一定の基準があるので安心
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定員 

保育時間

保育料

1歳児　　　ひよこ組 　6名 
2 歳児    りす組 　6名

開所時間 　月曜日～土曜日 ７：１５～２０：１５   
休園日 　日曜日・祝日・年末年始 

1・2歳児　　３７,０００円　（教材費、給食費込み）  

補食費　　　   1 食　５００円　（お迎えが１８：３０を過ぎるとき、必要に応じて）

幼児教育・保育無償化について
企業主導型保育施設を利用する 3 歳から 5歳までの子供のうち、保育の必要性のある
子供が無償化の対象です。

企業主導型保育施設を利用する 0 歳から 2歳までの子供のうち、住民税非課税世帯で
あって、保育の必要性のある子供が無償化の対象です。

・保育の必要性のある子供とは、以下のとおりです。

① 「従業員枠」を利用している子供…全ての子供を保育の必要性のある子供とします。

② 「地域枠」を利用している子供……市町村の保育認定 (2 号、3号 ) を取得している

　子供を保育の必要性のある子供とします。

・年齢は、学年 (クラス )により判断します。

・住民税非課税世帯かどうかは、4月～ 8月までは前年度の住民税の課税状況により、

　　9月～ 3月まではその年度の住民税の課税状況により判断します。

・ 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。

12 名（従業員枠 6名　地域枠 6名）
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給食について
保育園フォレスタ・志村三丁目の給食は手作りです。
食材にもこだわっています。お肉、お魚は専門店で安心、安全、新鮮なもの
を使っています。
パンはパン屋さんのおいしいパンです。
愛情をこめて、子どもたちに合わせた給食を作っています！！

子どもの成長に合わせた手作りの食事
安全な質のいい食材を使って愛情を込めた食事
アレルギーや 1人 1人の個性に対応した食事

鮮魚　魚鈴

ミートショップ金井

カラスカレイ シルバー

小豆沢にあるお魚屋さん。
なかなか手に入りにくい魚を食べやすくして届けてくれます！

蓮根にあるお肉屋さん。
新鮮でおいしいお肉を持って来てくれます！

保育園の大家さんのパン屋さん。
ふんわりでとってもおいしい♡

鶏レバー

パン屋　三光堂
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お腹がすくリズムのもてる子ども  

食べたいもの、好きなものが増える子ども

一緒に食べたい人がいる子ども    

食事づくり、準備にかかわる子ども   

食べたいものを話題にする子ども 

食育

保護者からの申し出により、医師の診断書や指示書にもとづいて行います。 
給食の提供は、除去食を基本とします。 
除去の状況や内容に変更があった場合は、指示書の再提出をお願いします。 
医師の診断書や指示書は 6カ月ごとに提出をお願いします。 

アレルギーについて 

園の行事食

兜の春巻き 七夕ゼリー

サンタのケーキ

こどもの日会 七夕会

お月見給食 ハロウィン ハッピーホリデー

豆まき会 ひなまつり会 人気の納豆春巻き 朝おやつ
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保育の様子や子どもたちの成長を写真を通して毎日保育士が手作りしています！
卒園時にきちんと綴じてお渡しします！（希望者のみ）

教材について

ポートフォリオ

ビー玉と絵の具を
使って

折り紙で輪つなぎに
チャレンジ

絵の具遊び！！ こいのぼりが
できた！

紙の色を変えると
また違うね！

小麦粉粘土を作ったよ！ ふわふわもこもこ
泡遊び！

氷に色をつけて
お絵描きしたよ！

しゃぼん玉でも
お絵描き♬

粘土に色付け♪
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定期的に園内研修をさまざまな方法で行っています。
子どものために、よりよい保育を行うために、お互いを尊重し、認め合い、
よく話し合っています。

小学館集英社プロダクションの講師の方によるＯＪＴ研修等も行っています☆

園内研修

手先・指先を使って人形作り 身近な素材を使ってしゃぼん玉あそび

指先を使って数・形であそぶ

研修の振り返りをします

洗濯ばさみを使って、指先あそび

運動あそび 運筆あそび・かきあそび

かず・かたちあそび
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保育の様子

公園で朝のおやつ♬ 手作りバルーン

お砂場で水あそび ヒマワリの種まき

お当番さん活動

野菜スタンプ 夏祭りでお店屋さん

きれいに咲いた！

ファミリーデーでクッキー作り♡

新聞紙あそび

水あそび・しゃぼん玉あそび

食育：しめじさき・トマト・ブルーベリー

七夕会 平均台もあるよ

バスタオルで運動あそび！

ザリガニつかまえた～！

洗濯ごっこ：指先を使って上手に干せるよ！

朝の体操で元気いっぱい！
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祖父母の会で一緒におにぎり作り

公園では元気いっぱい遊ぶよ！ハロウィンで地域を回るよ！
園長も仮装してお菓子を配るよ！

みんなで仮装！楽しいね♡

パパ保育

ハンドベルのプレゼント

手づくりの
プレゼント

誕生日会

だいこん掘り

大掃除～！！

長い坂ものぼれるよ！

麦踏みもしたよ！

お正月会：餅つき・福わらい・こま回し

ひなまつり会

にんじん掘り

たこあげ

お部屋の中で持久走！

豆まき会

ツリーの飾りつけ ハッピーホリデー
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年間行事

4月 入園式

5月 こどもの日会

6月 内科・歯科検診

7月 七夕会

8月

9月

10 月 ハロウィン

11月

12 月 内科健診、ハッピーホリデー

　 1月 お正月会

2月

3月

豆まき会

ひなまつり会

お子さまのお誕生日会は保護者も参加が可能です (任意）
参加の場合は午前中一緒に過ごし、一緒に給食を食べることができます
(1家族 1食、2名まで )

ハッピーホリデー にんじん掘り こどもの日会

毎月の行事…お誕生日会・身体測定・避難訓練

2重線が引いてある行事は、保護者（ご家族）の方参加のものです

その他に保護者会や個人面談も予定しています

引き渡し訓練
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1日の過ごし方

7：15

9：30

11：15

14：30

15：00

15：30

18：30

20：15

開園（順次登園）

自由あそび

朝の会

朝のおやつ

午前の活動

昼食

着替え

昼寝

順次目覚め

水分補給

午後のおやつ

午後の活動

順次降園

補色

閉園

お部屋でゆっくりあそびます

絵本・手あそび・朝の歌・お当番活動

お天気のいい日はお外であそびます

手づくりのおいしい給食を食べます

ごちそうさま～をしてお着替えをします

絵本を見てから「おやすみなさい」

手づくりのおいしいおやつをいただきます！

お散歩に行ったり、お部屋であそびます



14

持ち物
毎日 … 着替えセット
週 1 … バスタオル（昼寝用）
　    　 フェイスタオル 2セット（うんち用）

長靴、ムートンブーツ、サンダルで登園の際は、お散歩時にははけませんので、
別途、運動靴をご用意ください

・着替え 2セット（肌着、Ｔシャツ、ズボン、くつ下）
・紙パンツ 10枚（毎週月木に補充していただきます）
・おしりふき
・避難ぐつ（バレーシューズ以外のもの）
・うわぎ（フードなし）

・持ち物にはすべて大きく名前を記入してください。     
   シールのものは、はがれてしまったり、誤飲のおそれもあるため、シール以外 
　のものをご用意ください。

・衣服は子どもが脱ぎ着しやすいもので、ボタンやファスナーがついていないも   
   のをご用意ください。

・フード付きの物は、ひっかかったり、引っ張ったりして危ないので、フードな
   しのものをご用意ください。

・靴は子どもの足に合ったサイズのものをご用意ください。
   （自分で脱ぎ履きできるもの。ひも靴や、かためのものはおやめください。）

給食やおやつで使うエプロン・タオル・カラー帽子は園の物を使用します

園に常備しておくもの

お願い

子どもたちの『自分で出来た！！』という気持ちをくり返して
いくことで『自信』となり、意欲（やる気）につながります。

<着替えセット＞
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健康管理、健康状態について
保育園では定期的に健康診断・身体測定を行います。
　・身体測定・・・・・月１回
　・定期健康診断・・・年２回
　・歯科検診・・・・・年１回

※測定や検診の際は健康の記録に記載し返却いたしますのでご確認後、サインを
　お願いいたします。
　尚、済んだ予防接種がある場合はご記入ください。記入後速やかに園にご返却
　お願いいたします。

登園時には、お子さまの健康状態を確認します。伝えておきたいことがある場合
は連絡帳に記載いただき、受け入れ担当の職員にお伝えください。

ご自宅で３７.５度以上の発熱がある場合は登園はお控えいただき受診をお願い
いたします。
登園後に発熱した場合には原則３７.５度を目安に保護者の方へご連絡いたしま
す。尚、３８度の時点では早急にお迎えに来ていただけるようにご連絡いたしま
す。また、発熱し早退した翌日にはご家庭で様子をみていただくことが理想では
ありますが、登園する際には保育室に入室する前に検温させていただきます。

アレルギー、ぜんそく、その他の疾病をお持ちの場合は園にお知らせください。

園は病児の受け入れは行いません。集団生活の場となりますので感染拡大防止に
ご協力ください。

以下のような症状が見られる場合、保護者の方へご連絡する場合がありますので
予めご了承ください。

・食欲がなく、水分も取れない
・元気がなく、だるそうにしている
・その他、普段の状態に比べ、異常が認められるとき

保育中に発熱、嘔吐、下痢、また感染症の疑いが生じた場合、子どもの状態を踏
まえて、電話連絡をいたします。
必ず、電話連絡がつくようにしていただき、いつもと連絡先が異なるときは必ず
朝職員にお伝えください。

予防接種を受けた日はなるべく登園を控えご自宅で様子をみてください
お休みが困難な場合は早いお迎えの後、接種するようご配慮ください。
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内科・小児科 いわた医院 
　  板橋区坂下１－３５－１７
　  ０３－３９６５－５０７０ 

委託医

与薬について

保育園のみんなが元気に過ごすために

保育園では感染症の早期発見に努めていますが、感染症の大半は潜伏期間
があるため、集団生活の中では発見した時点ですでに他児などに伝染して
いることが多々あります。
また、嘔吐や下痢などの症状は感染症が疑われることがあります。
症状がみられたら、早めの受診をお願い致します。
また、ご家庭でも感染症の早期発見・治療に留意していただく他、体調が
優れない時の外出を控える等、感染予防にご協力ください。    
 
保育園は集団生活の場です。        
一人ひとりの心掛けでみんなが気持ちよく過ごせるようになります。 
笑顔で健康に過ごせるようご協力をお願いいたします。 

日隈歯科  
　  板橋区坂下２－１５－５　山中ビル１階 　  
　  ０３－３５５８－８４８１

与薬は医療行為にあたるため、原則として園では行いません。
病院で薬を処方してもらう際に、その旨を医師にご相談ください。
虫よけ、虫さされ、リップクリーム、目薬等も同様です。
ただし、アドピー性皮膚炎、おむつかぶれ等の塗り薬に関しては、
医師が処方したもののみ園でも塗布することができます。
1回 1日分ごとのお預かりとさせていただきます。

※薬に関する同意書・連絡書は園にございますので必要な場合は看護師等に
　声をかけてください。

小児歯科
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感染症について
学校保健法に基づく感染症にかかった場合、速やかに保育園に ご連絡ください。
また、別表の通り医師による登園許可証の提出があるまで登園できません。
在園児、職員に感染症があった場合、保育園は速やかに病名などを掲示いたしま
すので、ご家庭でもお子さまの状態を注意してみてください。 
ご家庭に感染者があった場合も、速やかに保育園に連絡ください。   
また、送迎者が感染症にかかった場合、保育園敷地内には出入りを控えてください。
登園許可証は園にあります。必要な方は申し出てください。 

登園許可証が必要な感染症

※上記以外に、医師の判断で登園停止になる場合があります

インフルエンザ  　  発症後 5日を経過し、且つ解熱して 3日経過するまで  
  
百日咳   　　　　    特有の咳が消失するまでまたは、5日間の適正な抗生物質 
   　　　　　製剤による治療が終了するまで。     

はしか   　　　　　解熱した後 3日を経過するまで     

流行性耳下腺炎  　   耳下腺、顎下線または、舌下線の腫れが発現した後
（おたふくかぜ）  　　5日を経過しかつ、全身状態が良好になるまで　

風しん（3日はしか） 　　　　　発疹（ぶつぶつ）が消失するまで    
 
みずぼうそう   　　全ての発疹がかさぶた化するまで    
 
咽頭結膜熱（プール熱） 　　主要症状が消失した後 2日を経過するまで   
  
結核
髄膜炎菌性髄膜炎        
流行性角結膜炎　　　　　　　　病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで
腸管出血性大腸菌感染症    
急性出血性結膜炎

その他

病名 登園のめやす

以下の病気についても登園許可証の対象になります。  
登園のめやすについては診察した医師の判断によります。 

溶連菌感染症、手足口病、ウィルス性肝炎、伝染性紅斑（リ
ンゴ病）、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行
性嘔吐下痢症（感染性胃腸炎）、RS ウィルス感染症、帯状
疱疹、伝染性膿痂疹（とびひ）
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意見･要望･苦情の対応について

意見･要望･苦情の申し出から解決までの概要

本園では、社会福祉法に基づき「苦情などの対応の仕組み」について
下記のとおりとしておりますので、お知らせします。

活動がスタートする 9時 30分までに登園をお願いいたします。　
もし病院受診等で遅れる際は、10時まででしたら受け入れいたします。
※その場合は朝おやつは無しで活動になります

それ以降の受け入れは原則できませんので、遅れる場合は当日 9時までに
ご連絡をお願いいたします。

お迎え時間が申請時間より遅くなる場合には必ず事前に連絡をお願いいたします。
申請時間から15分以上お迎えがない場合はご連絡させていただくことがあります。

解決責任者　　　園長　坂東　愛子
受付担当者　　　主任　松本　由紀　
第 3者委員　　　弁護士　森田　梨沙　（03-6450-1853）

①受付担当者、または直接第 3者委員に申し出を随時行う事ができます。

②申し出は、第 3者委員の助言、立会いの要否を決めることができます。

③解決責任者が申出人および第 3者委員の助言、立ち合いを行い、問題解決に
　あたります。ただし、申出人が第 3者委員の助言、立ち合いを不要とした場
　合は解決責任者と申し出人の話し合いによる解決を務めます。

登園時間及び欠席などのご連絡についてのお願い

お迎えが遅れる場合について

園の取り組みや状況を記載した「園だより」「給食だより」「保健だより」より
ご覧いただけます。

園からのお知らせ
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緊急災害時、避難訓練について 
防災訓練、避難訓練、消化訓練
毎月 1回行い、日ごろからどのような動きをとるかを話し合い、発生場所、時刻をいろ
んなパターンを想定し、火災・地震・不審者に対応した訓練を行っています。また、消
火器・火災報知器・非常口などの設置場所や使用方法を把握するように努めています。
※志村消防署の方にご協力いただき、水消火器訓練なども行う予定です。
※避難食を試食する日を設け、子どもたちがいつでも食べられるように備えています。

注 1　・第 1避難場所　→　城北公園（野球場近く）
　   　・第 2避難場所　→　区立第 3中学校

保育園フォレスタ・志村三丁目

城北公園

園児引き渡し訓練
年に一度、保護者の方参加の園児引き渡し訓練を実施いたします。
災害時、園からの情報伝達方法、災害時のお迎えルート、園の避難場所などの
確認を行います。避難場所につきましては下記 (注１)をご覧ください。

※園児引き渡し訓練の日程等は、後日お知らせいたします。

災害発生時
保護者の方がお迎えにきてください。
保護者が帰宅困難者となりお迎えに来られない際には、保育士がお子さまと一緒にお迎
えを待ちます。避難場所につきましては下記 (注１)をご覧ください。
原則震度５以上の地震の時には、保育園から連絡がなくても早急にお迎えにきていただ
きます。
お迎えに来る際には「緊急時園児引き渡しカード」を掲示していただきますので、必ず
携帯しておくようお願いいたします。尚、引き取りにきた際には職員にお声かけください。

※緊急園児引き渡しカードは各ご家庭必要枚数をお渡しします。
　個人情報となりますので、紛失しないよう取り扱いには十分ご注意ください。

災害が発生した際の避難場所は、コドモンシステムによる一斉メール配信、HP、
災害伝言ダイヤル「１７１」のいずれかの方法で告知いたします。
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安全衛生について
衛生管理
お子さまが常に健康に生活できるよう環境を整えて保育します。
食器・おもちゃなどは殺菌消毒を行っています。

安全管理
お子さまは安心して安全に過ごせるよう、万が一に備え万全の体制に取り組みます。

1. お子さまの送迎は、原則として保護者の方に限らせていただきます。保護者の方が
　責任をもって送迎を行うようお願いいたします。

2. 保護者の方の写真を提出していただきます。ご提出いただき、送迎者の登録をさせて
　いただきます。

1. 園ではお子さまの安全確保のために全園児「仰向け寝」を基本とします。

2. 園で万が一お子さまがけがをした際や、お子さまの病気の症状など体調の変化が
　見られた際には保護者の方にご連絡します。必要な応急処置を行い、医師による治療
　が必要と判断した場合には、保護者さまの承諾を得た後受診いたします。

3. やむを得ない事情により保護者以外の方が送迎する場合は、あらかじめその方の写真
　もご提出ください。

4. 緊急の事態によりご登録者以外の方が送迎を行う場合は、事前に保護者の方から園に
　ご連絡をお願いいたします。
　尚、代理人に委任状を託すなど身分証明 (できるかぎり顔写真入りの物 )ができる
　書類をお持ちいただけますようお伝えください。(入室時、身分証明書または緊急時
　園児引き渡しカードを提示いただき、確認をとれてから入室いただきます )

子どもの安全のために

5. 送迎時間は必ずお守りください。
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○日本こども育成協議会総合保障制度

（1）一般社団法人日本こども育成協議会

（2）保険の種類・保険金額（支払限度額）
 　　賠償責任保険 
 　　　身体賠償・財物賠償 2 億円（１名 /１事故）
　　 　受託物賠償　500 万円　
　　 　人格権侵害・使用不能損害　100 万円 (1 名 )　1,000 万円 (1 事故 )
　　 傷害事故補償保険 死亡 175 万円

（3）掛 金 1 名 84.57 円（年額）

○独立行政法人日本スポーツ振興センター 災害共済給付

（1）災害の種類と給付金額
 　・負傷・疾病 医療費（医療保険並みの療養に要する費用）の 4/10
 　・障害 障害見舞金 82 万円～ 3,770 万円
 　・死亡 死亡見舞金 1,400 万円～ 2,800 万円

（2）掛 金 １名 210 円（年額）

※詳しくは日本スポーツ振興センターのホームページをご覧ください。
　https://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/seido/tabid/76/Default.aspx

保険
本園では、以下の保険に加入しています。


