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    教育及び保育の目標 

 

＜教育・保育目標＞ 

・いきいきと遊べる子をめざして 

＜教育・保育方針＞ 

・快適な環境の中で、園と家庭と一貫したリズムで、気持ちよく過ごす 

・一人ひとりの子どもの気持ちを十分に受け止め、愛情関係や信頼関係を築き、 

  月齢、発達段階に応じた、人や物への関心や関わりが広がるようにする。 

・落ち着いた環境のもと、自然のとのふれあいも大事にしながら、友だちとの関わりの中で遊ぶ楽しさを

味わい、ルールを覚え意欲を育つように援助する。 

・楽しみながら、ちからいっぱいからだを動かして遊ぶようにする。 

＜めざす子ども像＞ 

 ・元気な子ども（健康でしなやかな体をつくる） 

 ・考える子ども（自分で考え、根気強くやりぬく子ども） 

 ・心豊かな子ども（自分の思いを表現できる子ども） 

 ・仲良くできる子ども（仲間を大切にする子ども） 

 

 

＜育みたい資質・能力＞ 

・豊かな体験を通して、感じたり、気付いたり，分ったりできるようになったりする 「知識及び技能の

基礎」 

・気付いたことや、できるようになったことなどを使い、考えたり、試したり、工夫したり、表現したり

する。「思考力、判断力、表現力等の基礎」 

・心情、意欲、態度が育つ中で、より良い生活を営もうとする。 「学びに向かう力、人間性等」 

 

〈幼児期の終わりまでに育ってほしい姿〉 

・健康な心と体 

・自立心 

・協同性 

・道徳性,規範意識の芽生え 

・社会生活との関わり  

・思考力の芽生え 

・自然との関わり、生命の尊重 

・数量や図形、標織や文字などへ関心、感覚 

・言葉による伝え合い 

・豊かな感性と表現 





クラス編成・職員構成・委託医・第 3 者委員 
 

ク  ラ  ス  編  成 
年齢 クラス名 定員 1 号認定 担任 
0 歳 りす 6 名  2 人 
1 歳 うさぎ 10 名  2 人 
2 歳 こぐま 10 名  2 人 
3 歳 ぱんだ 19 名 3 名 1 人 
4 歳 きりん 19 名 3 名 1 人 
5 歳 ぞう 19 名 3 名 1 人 
フリー保育士    状 況 に応じてク ラ

スに入ります。 
計  ８３名 9 名  

＊障碍児保育と延⻑保育を⾏っていますので適宜加配が入ります。 
 

職  員  構  成 
職種 園⻑ 主任 事務 保育士 看護師 調理員 保育補助  

 
計 

人数 1 １ １ 14 1 4 1  23 
 
＊年度の状況により、職員の数多少の変更があります。 
 

委託医 
 医院名 電話番号 住所 
小児科 ナビタスクリニック立川 042-521-5334 東京都立川市柴崎町 3 丁目 1-1 

エキュート立川４階 
⻭科    

※緊急時に連絡する医療機関 
  根本医院 所在地：東京都新宿区⻄新宿 4 丁目 10-15 
        電話：03-3377-6513 
 

苦情解決第三者委員会 
第 3 者委員名 役職 電話番号 
森 美樹子 ⺠⽣委員 03-3372-0750 
渡辺 昌美 ⺠⽣委員 03-5350-4728 

 
           



年齢 ０歳児 １，２歳児
時間 ３号認定 ３号認定 ２号認定 １号認定

7:30 ・登園 ・登園 ・登園 ・登園
視診、家庭との連絡 視診、遊び 視診 視診
【保育短時間児 【保育短時間児 【保育短時間児 【保育短時間児
９：００までは 延⻑保育】 ９：００までは 延⻑保育】 ９：００までは 延⻑保育】 ９：００までは 延⻑保育】

・３歳〜５歳合同保育 ・３歳〜５歳合同保育
9:00 ・検温・おむつの交換

9:30 （⼀⼈ひとりに合わせて、１日に４〜６回程度） ・おやつ
・授乳、離乳食（一人ひとりに合わせた時間）

10:00 ・遊び、室内遊び、 ・遊び ・教育時間（10:00〜14:00） ・教育時間（10:00〜14:00）
日光外気浴、散歩   室内遊び・⼾外遊び・散歩 （指導計画による活動） （指導計画による活動）

  室内遊び   室内遊び
11:00 ・沐浴（月齢に応じて） ・給食   ⼾外遊び   ⼾外遊び

  発達に応じた遊び   発達に応じた遊び
11:30 ・月齢により睡眠 ・片づけ ・片づけ

  給食準備   給食準備
12:00 ・給食 ・給食

 
13:00   発達に応じた遊び   発達に応じた遊び
14:00 ・月齢により睡眠 【１号認定児降園準備・順次

・授乳、離乳食 降園１４：００以降延⻑保育有】

14:30   目覚め
・おやつ ・おやつ

15:00 ・おやつ
・水分補給 ・遊び

16:00

【保育短時間児 降園準備・順次降園 【保育短時間児 降園準備・順次降園 【保育短時間児 降園準備・順次降園

17:00 １７：００降園延⻑保】 １７：００降園延⻑保育】 １７：００降園延⻑保育】

17:30 ・遊びながらお迎えを待つ ・遊びながらお迎えを待つ ・遊び
・３歳〜５歳 合同保育

18:30 ・延⻑保育開始 ・延⻑保育開始 ・延⻑保育開始
・授乳・おやつ又は夕食 ・おやつ又は夕食 ・おやつ又は夕食

・遊び ・遊び
20:30 ・保育終了

※以上は⼀日の保育の流れですが、年齢別による年間計画をもとに、月案、週案をたてて日々の教育・保育を行います。
※月齢によって個⼈差があるので、子どもたち⼀⼈ひとりに合わせて⼀日を過ごすようにします。
※３、４、５歳はお子さんの生活リズムで個別対応します。

一 日 の 保 育 の 流 れ
３歳以上児
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年間行事（予定） 

冬 
・クリスマス会 

・もちつき会 

・新年祝い会 

・節分 

・おおきくなあれ（発表会） 

★保護者会 

・ひなまつり 

★卒園を祝う会 

秋 
・幼児遠足 

★あそぶ会（運動会） 

・お月見会 

春 
★入園説明会 

・入園進級祝い会 

・こどもの日祝い会 

★保護者会 

 

 

＊★印は保護者参加の行事です。 

＊お誕生会・保育参加・保育参観・個人面談は年間を通じて行っております。 

 (保育参加・保育参観はご希望日を事前にご連絡ください) 

＊この他に、毎月身体計測、避難訓練、0歳児回診があります 

 

                  

 

夏 
・七夕  

★夏まつり 

・すいか割り 

・個人面談 

 



 

園生活の手引き 

１ 家庭の状況に変化があった場合には、すみやかに届け出てください。 

  （住所、勤務先、勤務時間、電話番号、育児休業、家族構成等） 

２ 転園、退園を希望される方は、園に連絡してください。 

３ 欠席する場合には、必ず連絡してください。（保育活動開始、給食数確認の為 9時 15 分までにお願いします） 

５ 保育時間について 

① 開園時間は、7：30～20：30 です。 

②  夕 18：30～20：30 延長保育となります。 

６ 保護者の所在、連絡先は常に明確にしておいてください。（出張などで、勤務先から離れると

きなどは、連絡先を必ずお知らせください） 

  また、怪我・病気・震災等の緊急時の連絡がスムーズに行えますようご協力お願い致します。 

７   べビーカーは 1階になります。暗唱番号を押して、ベビーカー置き場に畳んで並べて置いてくだ

さい。 

８  雨の日に子ども達が着用してきたレインコートについて 

① レインコートには必ず記名をお願いいたします。 

② レインコート掛けは、名前のマークがありますので、レインコート用の名札を必ず付けてラック

に掛けてください。 

③ 同じレインコートの取り間違いがあるので必ず名札を確認して降園時はお取り下さい。 

９ 保育や各行事の様子は各クラス前のフォトフレームに掲示させていただきます。 

10 園からの連絡（連絡帳、園だより、掲示物等）には、よく目を通し、提出を要するものは期

日を守ってください。 

  クラスだより、保健だより、給食だよりも毎月発行しますので、そちらも参考にしてくださ

い。 

11 保護者会では、日頃の保育の様子をお伝えし、共に成長を喜び合う会にしたいと思っていま

す。出来るだけ出席して下さいますようよろしくお願いします。 

  また、保護者参加の行事は、別途ご案内をしています。 

 

 

 

 

 

12 絵本の貸し出しを行っています。 

① 土曜日以外の平日に貸し出しをしています。（貸し出し期間は 2 泊 3 日、大人の本は 1 週

間） 

② 1 回に借りられる本は 1 冊です。 

③ 個人図書カードに記入しご利用ください。 

④ 返却日は守ってください。 



※整理などの為、休刊する場合もあります。ご了承ください。 

 

 

非常災害時 

１ お迎えは、必ず緊急時園児引渡し簿確認のうえで行いますので、無断で連れて帰らないでく

ださい。 

２ 年度初めに緊急時園児引渡し票を提出していただきます。保護者がお迎えにこられない場合

は、代わってお迎えに来る方をあらかじめ決めておいてください。 

３ 保育園では、地震等の災害発生により、被災地への通信が増加し電話がつながりにくい状況

になった時に、NTT グループが開設する災害用伝言ダイヤル「171」、緊急メール、法人内の

緊急ブログを利用して情報をお伝えします。 

 

 

 

 



保育園避難・防犯訓練計画 

 訓練種別 ねらい 内容・留意点 

4 月 地震 

消火訓練 

保育士の話を聞く 

身体防御の姿勢がとれるようにな

る 

避難経路・保育士の動きを確認 

避難訓練申し合わせ確認 

 

初期消火（消火器の操作確認） 

5 月 地震 

火災 

喋らず静かに集まる 

地震から出火の際の避難の仕方を

知る 

公園への避難経路の確認 

新宿中央公園へ避難する（全クラス） 

※事前に保育士が避難経路を確認する。 

6 月 水害 

地震 

水害時の避難を出来るようにする 

保育時間中の地震対応 

周囲の安全を確認し、経路の確認 

安全な場所に集まる（保護者引き渡し訓練） 

7 月 火災 火災の時の屋外避難をすばやく出

来るようにする 

朝夕保育時の怪我・病気の対応につ

いて 

屋外避難階段、室内階段を使用し避難する 

慌てず、騒がず押したり、すべったりしない

ようにする 

非常階段 

8 月 地震 昼寝中の地震に対する対応 周囲の安全な場所に集まる 

保育士の誘導に従い、落ち着いて動く 

9 月 地震 

火災 

 

地震から出火の際の避難の仕方を

知る 

避難経路の確認 

慌てずに、保育士の指示を聞いて落ち着いて

避難する。屋外階段使用 

10 月 地震 散歩時における地震体験 速やかに職員の周りに集まる 

11 月 火災 

 

防犯訓練 

おやつ後の時間帯の対応 

 

不審者から身を守る 

保育士の誘導に従い速やかに屋外避難をする 

警察署員の指導の下に、不審者からの身の守

り方と、お話を聞く 

12 月 総合訓練 

地震 

火災 

異変を察知し、指示に従い行動す

る。 

初期消火・通報訓練 

慌てず静かに集まる 

幼児対象に総合防災教育を受ける 

1 月 地震 朝夕保育時の地震に対する対応 当番保育士の誘導に従い動く 

2 月 地震 

火災 

クラス保育中の地震から火災の発

生 

屋外避難階段を使いビルの外に集まる 

3 月 未定 突発の災害に対応する 

 

職員の周りに集まる 

指示に従い速やかに行動する 

  毎月の消火訓練（初期消火訓練）は職員が行う 

※実情に合わせて内容変更をしたり、防犯訓練、水害訓練も行います。 

※保護者の皆様には、伝達訓練のご協力もお願い致します。 

 実施に際しては、その都度お知らせ致します。 

 

 

健 康 



＜健康チェツクについて＞ 
（１）お子さんが今日一日こども園で楽しく過ごせるかどうか、健康状態を確かめてから、登園しま

しょう。下記のようなこと、その他変わったことがある時は職員に伝えてください。 

    ・睡眠は普段どおりでしたか、起きてから機嫌はいいですか 

・顔色や表情はふだんと変わりないですか 

・熱はないですか 

・排便はありましたか、排尿はありましたか 

・食欲はありますか、水分は摂れましたか 

（２）家庭で薬を飲ませている時は、登園時に必ず職員に伝えてください。 

（３）子どもの様子がふだんと違って、目やに・発疹・熱・下痢・嘔吐・咳・ゼイゼイなどの症状が

ある時は、登園前に医師の診察を受けるようにしましょう。 

（４）保育中に病気や怪我をした時は連絡します。場合によっては、お迎えをお願いすることもあり

ます。 

 

＜薬の取り扱いについて＞ 
・こども園では原則としてかぜ薬など与薬を行わないことになっています。園で預かる場合は与薬に

関する主治医意見書と与薬依頼書が必要です。園長または看護師にご相談下さい。 

 

＜こども園からの連絡の目安＞ 
・下記の状態で受診をお願いしたり、状態をご連絡させていただいています。 

 発熱があり、咳や、極端な不機嫌、食欲の有無、元気がないなどの全身状態をみていきます。 

 目の充血や目やに、下痢や嘔吐、体の発疹、耳下の腫れ⇒感染症が心配です。 

 

＜登園許可証明証・登園届について＞ 

・感染症にかかった時は、お子さんの体調回復と感染の拡大を防ぐため、登園できない場合がありま

す。 

・登園許可証の必要な感染症・感染症届出書の必要な感染症の頁を参照ください。 

・しおりの最終頁に登園許可証明証・登園届がありますのでコピー等をして、ご利用ください。 

 

＜事故やけが、スポーツ振興センターについて＞ 
・緊急時の連絡先を明確にしておいてください。 

・社会福祉法人 尚徳福祉会として、ゼンポ（全国私立保育園連盟）の「保育園賠償責任保険・保育

園児団体障害保健」に加入しています。 

※詳細は、下記の表をご覧ください。 

【お願い】 

 ※体に合ったサイズの洋服や靴を用意してください。 

 ※収縮性のある素材を選びましょう。 

 ※フード付やひも付きは避けてください。



※爪は短く切っておいてください。 

 ※髪留めは、硬いものや、鋭角の物は避け髪が長い場合は結んで下さい。（飾りの無いヘアゴムを使用し

て下さい。） 

 

ほいくのほけん（全国私立保育園連盟）【園賠償責任保険・園児団体傷害保険】地震セット 

園賠償責任保険 

※相手方への賠償など 

  ※免責金額なし 

対人 施設 １名・１事故 １０億円 

生産物 １名・１事故 １０億円（保険期間中） 

対物 施設 １事故 １０００万円 

生産物 １事故 １０００万円（保険期間中） 

見舞金費用 １名 １０万円 

見舞金費用以外の初期対応費用 １事故 １０万円 

管理財物補償 １事故 １００万円 

人格権侵害補償 １名・５０万円  １事故・１０００万円 

園児団体傷害保険 

  ※園児のケガの補償など 

死亡・後遺障害 ２３０万円 

入院 1 日あたり ３,０００円 

通院 1 日あたり ２,０００円 

O‐１５７等 補償 有り 

 

＜爪きりについて＞ 
・乳幼児の長い爪は、怪我につながってしまうことがあります。（例えばお休みの日、週の真ん中水曜日な

ど）こまめにチェツクし爪きりをしましょう。乳児の場合は就寝中に切ると安全に行えます。 

 

 

＜園医の紹介＞ 
・ナビタスクリニック 東京都立川市柴崎町3-1-1 エキュート立川４階  ℡ 042-521-5334 

・根本医院      東京都新宿区西新宿4-10-15           ℡ 03-3377-6513 

・歯科     



＜医師用＞                                   

※主治医様 下記太枠内をご記入願います。 

 

 

 登園許可証明書 

   認定こども園新宿ベアーズ園長殿 

                         入所児童氏名              

   病名「                     」 

     年  月  日から症状も回復し、集団生活に支障がない状態になってたので 

登園可能と判断します。 

 

                          年   月   日         

                       

医療機関名                  

 

                      医師名              印又はｻｲﾝ 

 

 

保育所は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐこと

で、子どもたちが一日快適に生活できるよう、下記の感染症について登園許可証明書の提出をお願いしま

す。感染力のある期間に配慮し、健康回復状態が集団での保育園生活が可能な状態となってからの登園と

なるようにご配慮ください。 

 

○医師が記入した登園許可証明書が必要な感染症○  

感染症名 感染しやすい期間 登園の目安 

麻しん（はしか） 

 

発病1日前から発しん出現後の

4 日後まで 

解熱後3 日を経過してから 

インフルエンザ 症状がある期間(発症前 24 時

間から発病後3日程度までが最

も感染力が強い) 

発症した後５日を経過し、かつ解熱した後２日を経過す

るまで（幼児（乳幼児）にあっては、３日を経過するま

で） 

風しん 発しん出現の前7日から後7日

間くらい 

発しんが消失してから 

水痘（水ぼうそう） 発しん出現 1～2 日前から痂皮

形成まで 

すべての発しんが痂皮化してから 

流行性耳下腺炎 

（おたふくかぜ） 

発症3日目から耳下線腫脹後4

日 

耳下腺、顎下線、舌下線の腫脹が発現してから５日を経

過するまで、かつ全身状態が良好になるまで 

結核  医師により感染の恐れがないと認めるまで 

咽頭結膜熱 

（プール熱） 

発熱、充血等症状が出現した数

日間 

主な症状が消え２日経過してから 

流行性角結膜炎 充血、目やに等症状が出現した

数日間 

感染力が非常に強いため結膜炎の症状が消失してから 

百日咳 抗菌薬を服用しない場合、咳出

現後3 週間を経過するまで 

特有の咳が消失するまで又は５日間の適正な抗菌性物質

製剤による治療が終了するまで 

腸管出血性大腸炎感染症

（O157，O26，O111

等） 

 症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、48

時間をあけて連続2 回の検便によって、いずれも菌陰性

が確認されたもの 

急性出血性結膜炎 ウイルスが呼吸器から１～２週

間、便から数週間～数ヶ月排出

される 

医師により感染の恐れがないと認めるまで 

髄膜炎菌性髄膜炎  医師により感染の恐れがないと認めるまで 



 

 

＜保護者用＞                                  

病状回復後の際に、下記の登園届（太枠内）の提出をお願いいたします。 

（なお、登園のめやすは、お子さまの全身状態が良好であることが基準となります。） 

 

 登園届（保護者記入） 

   認定こども園新宿ベアーズ園長殿 

                          入所児童氏名           

   病名「                     」と診断され、 

     年  月  日、医療機関名「                     」 

（医療機関連絡先：                  ）において病状が回復し、     

    集団生活に支障がない状態と判断されましたので登園いたします。 

  

                  保護者名               印又はサイン 

 

保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐ

ことはもちろん、子どもたちが一日快適に生活できることが大切です。保育園入所児がよくかかる下記の

感染症については、登園のめやすを参考に、かかりつけの医師の診断に従い、登園届の提出をお願いいた

します。なお、保育園での集団生活に適応できる状態に回復してから登園するよう、ご配慮ください。 

 

○医師の診断を受け、保護者が記入する登園届が必要な感染症○  

病名 感染しやすい期間 登園のめやす 

溶連菌感染症 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始

後 1 日間 

抗菌薬内服後 24～48 時間経過している

こと 

マイコプラズマ肺炎 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始

後数日間 

発熱や激しい咳が治まっていること 

手足口病 手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した

数日間 

発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、

普段の食事がとれること 

伝染性紅斑（リンゴ病） 発しん出現前の 1 週間 全身状態が良いこと 

ウイルス性胃腸炎 

（ノロ、ロタ、アデノ

ウイルス等） 

症状のある間と、症状消失後１週間（量

は減少していくが数週間ウイルスを排

出しているので注意が必要） 

嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事

がとれること 

ヘルパンギーナ 急性期の数日間（便の中に1 か月程度

ウイルスを排泄しているので注意が必

要） 

発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、

普段の食事がとれること 

RS ウイルス感染症 呼吸器症状がある間 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと 

帯状疱疹 水疱を形成している間 すべての発しんが痂皮化してから 

突発性発しん  解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと 

 



 

給 食 
 

 毎日を元気に過ごし、大人になっても健やかな生活を送るためには、乳幼児期から健康的な食生活を身

につけていくことが大切です。 

 こども園では給食を基本に、子ども達一人ひとりの「食べる力」を豊かに育むための取り組みを行って

います。 

 

＜毎日の給食について＞ 

 献立表を毎月配布しています。 

 また、保育園の行事や食材の都合などで献立を変更することもあります。内容については、掲示などで

お知らせしています。 

 当日の食事は、ホールのデジタルフォトフレームにてお見せしています。また、子どもたちの食事風景

も調理職員が撮影しています。お迎えの時にご覧ください。 

 

＜離乳食について＞ 

 それぞれのお子さんの成長・発達の状況にあわせて、ご家庭と相談しながら進めています。 

 

＜食物アレルギーのあるお子さんへの対応について＞ 

 医師の指示に基づき、対応しています。所定の用紙での申請が必要です。詳しくは、ご相談ください。 

 

 

 



持ち物について（乳児クラス） 

 

 

● 持ち物には必ず見やすいところに記名してください。（ひらがなではっきりと） 

 

● 園に置いておくものは基本的に週末にお持ち帰りいただき、洗濯をお願いします。 

 

● 体に合ったサイズの洋服や靴をご用意ください。（袖口・裾が長すぎる場合は縫い縮めてください。） 

 

● ゆったりと着られるように伸縮性のある素材を選びましょう。 

 

● フードやひも付き、飾りボタンは避けてください。 

 

 

 

 

 

＜園置き用＞※ 週末に持ち帰ります 

 

● 外用ジャンパー（フードのないもの） 

 

● お散歩用の靴（避難用の靴も兼ねます） 

 

※ ０歳児クラスは、使用時にお伝えします。 

 

 

 

 

下着シャツは年間を通して、半袖またはラ

ンニングをご用意ください。 

おむつ必要枚数 全てに名前をお願いしま

す。（テープ側に記名） 

２組カゴへ入れておいてください。上下セッ

トを２組、名前ゴム（園で用意） 

にまとめてリュックに入れてください。 

●エコバックには着替えた服を入れて持ち帰ります。 



持ち物について（幼児クラス） 

 

 

● 持ち物には必ず見やすいところに記名してください。（ひらがなではっきりと） 

 

● 園に置いておくものは基本的に週末にお持ち帰りいただき、洗濯をお願いします。 

 

● 体に合ったサイズの洋服や靴をご用意ください。（袖口・裾が長すぎる場合は縫い縮めてください。） 

 

● ゆったりと着られるように伸縮性のある素材を選びましょう。 

 

● フードやひも付き、飾りボタンは避けてください。 

  

 

 

 

 

 

●エコバックには、着替えた服を入れて持ち帰ります。 

 

＜園置き用＞ ※ 週末に持ち帰ります 

 

● 外用ジャンパー（フードのないもの） 

 

● お散歩用の靴（避難用の靴も兼ねます）

＜着替え＞ 

・上着…T シャツ、トレーナーなど 

・下着…年間を通して半袖、ランニング 

・ズボン 

・パンツ 

・靴下 

※上下セットを２組、名前ゴム（園で用意） 

 にまとめてリュックに入れてください。 

※紙おむつ使用の場合は、必要枚数をリュッ

クに入れてください。 



 

 

お昼寝で使用される寝具の敷布団カバー・掛布団（タオルケット）を提供致します。

＜ご案内内容＞

・ カバーを１週間毎に１枚ご利用いただけます。

・ タオルケットを１ヵ月に１枚ご利用いただけます。

＜ご利用方法＞

・ 保育園にご利用の旨をお伝えください。

・ 月額￥540円でご利用いただけます。

＜弊社で行う作業について＞

・定期的に保育園に伺い、ご使用された物を回収・クリーニングした物を納品を致します。

・カバー・タオルの準備することなくのご負担軽減でき、いつまでも衛生的にご利用いただけます。

リネンサプライ　ご案内
株 式 会 社　エ ビ ヌ マ

〇 ピアフィール用カバー

〇 タオルケット

※ネーム片布は付属しません



 

 

＜敷布団仕様＞

＜大サイズカバー　寸法＞ ＜小サイズカバー　寸法＞

＜掛布団仕様について＞

寝具仕様（寸法）について

【商品仕様】

品名 ：ピアフィール

サイズ ：大(ブルー) 70ｃｍ×120ｃｍ×3.5ｃｍ

：小(グリーン)60ｃｍ× 90ｃｍ×3.5ｃｍ

側地 ：ポリエステル１００％ ダブルラッセル地

中材 ：三次元スプリング構造体ブレスエアー®

ネームタグ付(マジックテープタイプ：取り外し可能)

【商品仕様】

品名 ：タオルケット

サイズ ：85ｃｍ115ｃｍ

側地 ：綿100％

 



 

 

苦情解決制度について 

保育サービス改善のためのシステム 

 

こども園では、利用者からの苦情に適切に対応する体制を次のとおり整えています。 

 

１、目的 

⑴ 利用者の権利擁護 

苦情への適切な対応により、保育サービスに対する利用者への満足を高めるとともに利用者の権利を擁

護します。 

⑵ 客観性・適正性の確保 

苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で解決を進めることで保育園

の信頼性を高めるとともに、適正な運営の確保を図ります。 

⑶ サービスの改善 

利用者からの意見・苦情などを十分配慮して、サービスの改善に活かし、より質の高いサービスの提供

を目指します。 

 

２、苦情の定義 

    苦情とは、保育園が提供する保育サービスの利用にあたり、利用者（保護者）からの苦情・不満・意見・・

要望などの申し出をいいます。 

 

３、保育園の苦情受け付け相談の体制 

  ⑴ 苦情受け付け担当者は主任、苦情解決責任者は園長です。 

    利用者（保護者）からの意見・苦情は随時受け付け、話し合いによる解決に努めます。 

  ⑵ 苦情解決第三者委員は、理事長が委嘱し各園に 2人の委員がおります。 

    苦情を申し出た利用者（保護者）や苦情解決責任者の求めに応じ、双方の話し合いへの立会い、助言を

行います。 

    また、利用者（保護者）は直接第三者委員の方に申し出を行うことができます。 

 

４、苦情解決のための仕組み 

 

報告を受けた旨通知 

 

≪利用者≫            ≪苦情受付担当≫            ≪第三者委員≫ 

 

 （要望・意見・苦情）            （立会い、助言の要請） 

 

直接苦情の申し出 

 

 

苦情受付担当者    主任          第三者委員     P５に記載 

 
 

 


