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事業開始年月日 

建物構造 

延べ床面積 

設備 

 

事業者名  

施設長氏名 

園用携帯 

園用メールアドレス    

 

（令和 3 年 4 月 1 日現在） 

〒２０１－０００５ 

東京都狛江市岩戸南１－３－１２ 

ミラドール一の橋 １階 

０３－３４３０－７０１９ 

itinohashi@kxd.biglobe.ne.jp 

http://i-kodomonoie.or.jp/ 

平成２１年 ３月 １日 

鉄筋コンクリート造 地上５階建て 

１２９．９２㎡ 

調理室・幼児用トイレ・幼児手洗い場 

二方向避難口・緊急時避難場所 

一般社団法人 やよい会 

田中 恵子 

０８０－６５２５－１０７９ 

kodomonoie-kinkyuurenraku@ezweb.ne.jp  



○事業の目的○ 

近年、少子化が進み児童人口が減少してくる一方、女性の社会参加の進展や核家族化により、急激に

保育需要が増えています。待機児ゼロを目指し、多様化する保護者の就労形態を踏まえると、延長保育

や低年齢保育を実施し、様々な保育需要に応える保育サービスを展開・提供することが望まれます。一

の橋こどもの家では適切な保育水準を確保し、地域の子育て支援を総合的に推進し、児童の福祉の向上

を図ることを目的としております。 

○保育特色○ 

・保護者との連携をもとに一人一人の個性を伸ばしていける事を大切にしております 

・０歳児より指先機能を発達させるトレーニング又は作業（お仕事）により全身の筋肉を発達させ、自

己コントロールを養うように進めております 

・乳幼児に最も重要とされる敏感期を大切に保育環境をつくりだしております 

○目標○ 

・明るく思いやりのある優しい子ども 

・感受性を高め、協調性、個性を育てる保育 

・日常生活を送るうえで人間らしく自立できる子ども 

○運営方針○ 

２１世紀が子どもたちの笑顔輝く時代となるようお父さん、お母さんも充実して生きて欲しい。そん

な願いをもとに、地域の子育て要求にそって、育児に悩む保護者を対象に「学習会」を提供するなど、

これまでの保育経験を生かした創意工夫による子育て支援を進めることで、地域に根付く父母の強い味

方になれる保育サービスを提供いたします 

○給食について○ 

・毎月献立表と栄養だよりをお配りしています（献立は変更することもございます） 

・献立変更の場合は連絡帳にてお知らせ致します 

・昼食のメニューは毎日玄関に写真掲示致します 

・アレルギーなど特別食が必要な場合にはご相談ください 

 

○概要○ 

保育時間 午前７時～午後２１時の１４時間※1（緊急事態に限り２４時間保育可  応相談） 

※１ 基本時間（東京都開所規定時間）：午前 7 時～午後 20 時、基本時間外（自主事業）：午後 20 時～21 時として計 14 時間の保育時間となります。 

休園日 

 

年末年始（１２月２９日～１月３日）・祝祭日・ 

その他、特殊な事態（伝染病・非常災害）発生時 

定員 職員体制 

０歳児       6 名 

１歳児     5 名 

２歳児     7 名 

３歳児     7 名 

４歳児以上   11 名 

 

合計       36 名 

施設長       1 名 

保育士（常勤）   4 名 

看護師（常勤）  １名 

保育補助（常勤） ２名 

保育士（非常勤）  ２名 

調理員兼保育補助 １名 

事務員      1 名 

合計      11 名 

嘱託医   １名 

嘱託歯科医師 1名 

税理士   １名 

社労士   １名 

弁護士   １名 



月極基本保育料 

 週４日コース 週５日コース 週６日コース 

 10h/１日 13h/1 日 8h/1 日 10h/１日 13h/1 日 8h/1 日 10h/１日 13h/1 日 

０歳児 45,000 円 49,000 円 48,000 円 52,000 円 56,000 円 55,000 円 59,000 円 63,000 円 

１歳児以上 42,000 円 46,000 円 45,000 円 49,000 円 53,000 円 52,000 円 56,000 円 60,000 円 

＊但し、月極契約者は、お客様のご都合により長期休園された場合でも基本料金は発生いたしますので 

 ご了承ください。なお、欠席分の保育料日割り計算返金も行いません。 

※月 220 時間以下のご利用の場合に限り、月額保育料は契約時間外保育料を加算しても、３歳児未満の

場合は 80,000 円・３歳以上児の場合は 77,000 円を上限と致します。 

※兄弟で月極契約をしている場合には、下のお子様の基本保育料を一割引かせていただきます。 

毎日の持ち物 

 

 

 

 

・着替え・・・２～３枚セット        

・ビニール袋・・・1 枚 

・紙おむつ・・３～４枚 

・手拭きタオル・・１枚 

・連絡帳・・・1 冊（園にてご準備します）  

・バスタオル（昼寝用）・・2 枚（週末にお持ち帰りです） 

            

＊全ての持ち物にお名前を大きく記入してください。 

＊着脱トレーニングのためにお子様が着替えやすいお洋服をご持参ください。 

保育料以外の

費用 

昼食・おやつ代は保育料に含まれています。朝食・夕食は別途料金です。 

〔6 ヶ月未満の乳児は粉ミルク持参〕（朝食・夕食 350 円  夕補食 150 円） 

契約時間外保育料と別途料金の食事代は月末に精算して翌月の保育料に加算いたします 

350 円/30 分  （ 7 時～20 時 基本時間内） 

600 円/30 分  （20 時～21 時 基本時間外） 

保育日・保育時間・保育料は契約時に設定させていただきます 

入園時に年間の医薬品・雑貨代として 12.000 円いただきます 

＊保育料等のお支払いは当月１０日までに指定の金融機関にお振込み下さい。 

自主事業 一時保育預かり 

・コアタイム   午前９時～午後１７時       ６００円/1h 

・早朝タイム    午前７時～午前９時        ９００円/1h 

・ナイトタイム  午後１７時～午後１９時      ９００円/1h 

・深夜タイム   午後１９時～午後２０時  １，２００円/1h 

予約時間外の当日延長は基本料金に３５０円プラスとさせていただきます。 

食事は１食あたり 350 円、おやつは 150 円です。 

※ 午前７時前または午後２０時以降の料金については別途お問い合わせ下さい。 

※ 当日キャンセルは全額ご負担となりますのでご了承ください。 

送迎サービス 

 

 

 

契約外保育 

保育所から自宅・幼稚園からの二次保育にご利用いただけます。 

◎送迎付保育は別紙にて詳細をご説明いたします。 

◎在宅保育（午前９時～午後１７時）保育士派遣 1 時間 1500 円 

交通費は別途料金です。 

◎日曜・祝日・年末年始保育希望の方はご相談を受け付けております。 



 

非常災害 

時対策 

①毎月 1 回非常災害時を想定して避難訓練を行っております 

②防災対策施設設備（緊急避難場所確保） 

③防犯防止対策出入り口に防犯監視システム設置 

④非常通報装置、自動火災報知器設置 

⑤施錠機能付玄関設置 

第一避難場所      多摩川河川敷 

第二避難場所      狛江市第三中学校 

広域難場所       多摩川河川敷 

洪水時の避難場所    狛江第一中学校 

防火管理責任者     田中 恵子 

防災設備        消火器・誘導等・二方向避難口・緊急避難場所設置 

食品衛生管理責任者   清水 純一 
 

緊急時の 

対処方法 

保育中に子どもの容態に変化が生じた場合には緊急連絡票記載先及び嘱託医に連絡いた

します。もし、保護者との連絡が取れない場合には子どもの安全を最優先して対処いた

しますので予めご了承ください。 

 名前 住所・電話番号 

嘱託医 神保クリニック小児科 
狛江市和泉本町１—２—１３ 

０３－３４３０－２８１８ 

救急隊 狛江消防署 
狛江市和泉本町１－２３－１０ 

０３－３４８０－０１１９ 

警察署 調布警察署 
   調布市国領町２－２５－１ 

０４２－４８８－０１１０ 

 

病気保育に 

ついて 

① 感染症の場合は、登園許可書が必要です。 

② 熱のあるお子様はお預かりできません。保育時間中に体温が上昇した場合は、３８度

を目安にご連絡させていただきます。お早めのお迎えをお願いいたします。 

③ 家庭で、座薬や薬を使用した場合は、医師の指示を受け、登園の許可がでるまでは、

お休みしてください。 

お薬について 原則として園では与薬は行いませんが病気回復などやむを得ない場合には事前にお配り

します連絡表（与薬用紙）に必要事項を記入の上、保育士に直接お渡し下さい。 

・処方されたお薬のみお預かりします 

・1 回分のみご持参ください 

登園前の 

健康状態 

・登園前の検温時に体温が 37．5 度未満であることが受託の基準となります 

・前日及び当日の朝に異常が見られた場合は、必ず登園時に受け入れの職員へ口頭でお

伝え下さい 

・３７．５度に満たない場合でも、お子様が「元気がない」「だるそう」など発熱以外に

も普段と違う場合は必ず職員へお伝えください 

・乳児は発熱以外の嘔吐・下痢の病状から短時間で重篤となる恐れがありますので勤務

中でも緊急連絡が必ず出来る体制を整えておいて下さい 



 

 

 

〇年間行事予定表〇 

 行事名 避難訓練 健康診断 

  ４月 入園お祝い会 火災・消火訓練  

  ５月 母の日お祝い会・こどもの日お祝い会 火災・消火訓練  

  ６月 保育参観・父の日お祝い会 火災・消火訓練 春の健康診断★ 

  ７月 七夕祭り・プール遊び開始 地震・消火訓練 歯科検診★ 

  ８月 プール遊び・夏祭り・花火観賞 水害・消火訓練  

  ９月 介護施設交流会・敬老の日お祝い会 火災・消火訓練  

１０月 芋掘り・合同運動会・ハローウィン祭り 地震・消火訓練 秋の健康診断★ 

１１月 落ち葉拾い 地震・消火訓練  

１２月 クリスマス会 総合訓練・消火訓練  

  １月 お正月遊び 火災・消火訓練  

  ２月 節分豆まき・合同発表会・個人面談 地震・消火訓練  

  ３月 ひな祭り・卒園式・記念遠足 地震・消火訓練 新入園児の健康診断★ 

★印は園医による検診です（毎月身体測定を行っています） 

・誕生日月にはお誕生日会を行っております 

・健康診断や身体測定の結果は児童票及び連絡帳に随時記載いたします 

・毎月の保育計画や行事につきましては毎月の園便りに記載しております 

・年に 1 度、引き取り訓練、救命救急訓練、洪水避難訓練実施しております。 

保育内容に

関する 

相談・苦情 

・保育サービス内容の苦情・トラブルに対応、第三者による適切な評価により、質の高い保育

サービス水準をいたします 

◇一の橋こどもの家相談対応 

大内 倫彦（弁護士） 連絡先：あたご法律事務所（03-3434-2776） 

保育内容に

関する指導 

・東京都の監査指導年 1 回予定 

・狛江市児童青少年課の年 3～4 回の巡回指導予定 

・第三者評価受審〔平成 21 年〕〔平成 24 年〕〔平成 27 年〕〔平成 30 年〕 

改善内容 

・毎月、利用者様からの職員・保育内容についての評価書を提出していただき、保育の資質向上に努め

ております。評価・苦情内容は職員会議にて周知し、翌月の園だよりにて改善方法を開示しています。 

・東京都、狛江市の指摘内容については、改善報告をしております。 

・東京都福祉サービス第三者評価事業結果に一の橋こどもの家の改善点を含め利用者様からの評価結果

も開示されております。（東京都福祉局のホームページでご覧になれます） 

職員自己評価システム 

・毎月の職員個人目標を定め自らの評価を行い資質向上に努めております。 

・東京都主催研修に参加、自主研修としては毎年事故対応として上級救急救命講習を開催、児童の生命確保

優先に努めております。 



 

〇一日の保育スケジュール 

 

時間 0 歳児クラス 1，2 歳児以上クラス 

７時頃 受託・視診・検温・口頭連絡・連絡帳点検 受託・視診・検温・口頭連絡・連絡帳点検 

８時頃 オムツ替え・ベットで静かに寝たりあやして

もらう（水分補給） 

朝の準備・トイレトレーニング・好きな遊具

遊び（自主活動）・（水分補給） 

9 時頃 外気浴・日光浴・オムツ替え・授乳（飲みた

がるとき～３時間おき） 

朝の会（体操・歌・活動）・トイレトレーニン

グ、縦割りグループよる活動 

１０～ 

１１時頃 

睡眠（目を覚ましていれば外気浴やあやして

もらう） 

日々の活動 

室内や戸外で遊ぶ（５感教育を含める） 

１１～ 

１２時頃 

オムツ替え・沐浴・（目を覚ましていれば着替

え・身体清潔）・あやしてもらい遊ぶ 

トイレトレーニング・食事 

午睡準備（着脱・歯磨き） 

個人別教具によるトレーニング 

１３時頃 オムツ替え・授乳 午睡 

１４時頃 睡眠 午睡 

１５時頃 （目覚めていれば） 

オムツ替え・水分補給・体操・沐浴・外気浴 

順次起床・着脱・トイレトレーニング・おや

つ・好きな遊具で遊ぶ 

１６時頃 お帰りの会（体操・音楽・色分け・集中力訓練・活動）・お帰りの支度・順次降園 

１７時頃 特例保育・（水分補給） 

１９時頃 夕食 

２０時頃 帰宅身支度・オムツ替え 

 

○送迎時の安全管理○ 

・お子様を責任持ってお預かりするため、送迎時のお子様の安全確保は厳重に行います 

・送迎時には玄関カメラ前に立ち、お名前をお伝え下さい 

・送迎保護者の変更がある場合には、例え身内であっても事前にご連絡下さい 

（事前連絡なくお迎えに変更が生じた場合には、保護者の方に確認ができるまでお子様をお引渡

しできませんのでご了承下さい） 

・玄関先に自転車やベビーカーを駐車しますと、ご近所の方のご迷惑となりますので必ず園庭に置

いて下さい 

・小学生や中学生の送迎はお断りします 

・車での送迎はご遠慮ください。万が一車で送迎されます方はコインパーキングをご利用下さい 

・送迎時、保護者様同士での情報交換などの場合お子様から目を離さず地域交流を願います。 

 

提出書類 ○入園申込書・契約書・契約書別紙・児童票・生活状況表・家庭状況届・緊急連絡票 

慣れ保育希望届け・お子様の写真・家族写真（スナップ） 

○アレルギーの方は医師の指示書提出 

○保険証・乳児医療証・母子手帳（検診欄）の各コピー・予防接種控え写し 

○保護者身分証明書(現住所確認) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報保護方針 

個人情報保護管理者 田中 恵子（施設長） 

              連絡先：０３－３４３０－７０１９ 

 

１、当園では個人情報を取り扱うにあたり、 

                  その目的を特定します。 

２、個人情報の取得に当たっては、事前に本人(保護者)の同意を頂きます。 

３、個人情報の取り扱いは『目的の範囲内』で行います。 

４、お預かりした個人情報は 

    漏えい、滅失、き損などを防止するため、適正な管理・更新を行います。 

５、事前に本人(保護者)の同意を頂くことなく、 

             個人情報の第三者への提供を行いません。 

６、第三者へ提供した個人情報に関しては、目的外の利用が無いよう、管理を行います。 

７、個人情報の開示・訂正・苦情に対して窓口を設け、 

          申し出があった際には適切かつ速やかに対応します。 

８、当園の職員（ボランティア等の従事者を含む）はコンプライアンスに努め、 

         個人情報の内容を第三者に漏洩、または不当な 

                      目的のために利用することはありません。 



 

 

○案内図・最寄り駅○ 

小田急線 喜多見駅・狛江駅 徒歩８分 

 

【近隣地図】 

 

 

【避難場所・最寄り駅地図】 

 

 


