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                        2020.9 月現在 

【末長こぐま保育園 一時保育利用のしおり】   

平成２３年４月１日に開園した末長こぐま保育園は、多様化する保育ニーズに応え、 

平成２４年 1 月から一時保育事業を実施し、地域の子育てを支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

１． 利用内容 

 

１）利用対象 

    川崎市在住で、現在保育所や幼稚園等に通っていない０歳児（４月１日時点で満６か月以上） 

から就学前の児童です。 

    ※お子様の状況によってはご登録できない場合もございますのでご了承ください。 

(1) 非定型的保育 

     保護者の就労・就学などのため、週２日または３日の保育です。 

  ◆一日あたり１０人程度。事前登録が必要です。 

非定型的保育の重複利用はできません。（掛け持ちはできません） 

常態として保育に欠ける場合は保育施設への一般申込みを行ってください。 

(2) 緊急・一時保育 

  保護者の就労・就学などのため週１日程度の保育を必要とする場合や、保護者の病気や冠婚

葬祭などのための保育です。 

◆一日あたり２人程度。事前登録が必要です。 

 

＜ 利用料金 ＞  ※年度当初（4 月 1 日時点）の年齢です。  

   年齢区分 1 歳未満児    3 歳未満児 3 歳以上児 

   利用料 日額 2,900 円 日額 2,500 円  日額 1,500 円 

 ＊上記年齢区分に関わらず３子同時利用の場合の該当３子目については利用料免除になります。 

 ＊３歳以上児・３歳未満児の区分は４月 1 日のクラス年齢によりますが、１歳未満児については現に利用する 

日時点の年齢になります。（誕生日前日から３歳未満児の利用料になります。） 

 

２）保育時間 

  平日（月曜～金曜）の８：３０～１７：００ 

  ◆初回２、３日はならし保育を行います。（お子様の状況により日数は異なります） 

末長こぐま保育園 一時保育クラス 「たんぽぽ組」  

ＴＥＬ ０８０-２９２４-９１４６ （一時保育専用電話） 

＜お問合わせ受付時間＞  

平日９：３０～１７：００（土日・祝日・年末年始は除く） 

ホームページアドレス http://www.bears999.com/suenaga/ 
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３）利用承認期間 

 利用承認期間は利用該当年度末までになります。 

 翌年度も利用ご希望の場合は「利用申請書」のご提出が必要になります。 

 

４）利用登録 

一時保育には定員があります。お電話での申込み受付後、選考および個別面談を行い、 

利用者を決定します。 

○登録にあたって、申請書類の提出をお願いします。 

○申請用紙は保育園に用意していますので電話連絡の上、ご来園下さい。 

  

 

 

 

５）給食・おやつ 

○基本給食・おやつの提供になります。食材チェック表完了後、給食に移行となります。 

○離乳食については提供できません。お弁当・粉ミルクをご持参下さい。 

 

６）利用方法 

(1) 非定型的保育 

○お約束の曜日を確約します。なお、決められた曜日以外に変更したい場合は電話にてご相談

下さい。予約人数に空きがある場合は随時受け付けますが、週４日以上の利用はできません。 

○申請内容（就労時間、勤務先など）に変更が生じた場合は、必ず園にお知らせ下さい。 

(2) 緊急・一時保育 

○電話にてご予約下さい。予約受付は利用予定月の前月 21 日 14：00～15：30 です。 

（21 日が土日祝の場合は翌事業実施日） 先着順でご希望の日程をお聞きします。なお、 

予約人数に空きがある場合は随時お申込みを受け付けます。 

(3) 幼稚園児の利用方法 

 〇川崎市の一時保育事業は、基本的に保育園や幼稚園にも通園していない児童を受け入れるものとして 

いますが、幼稚園児については預かり保育を行っていない幼稚園に通園かつ保護者が就労等している 

場合、長期のお休み期間や臨時休園日に限り、いずれの保育園や幼稚園にも通園していない児童の受 

入を優先した上で、受入れ枠に空きがある場合のみ受入をしています。 

〇電話にてご予約ください。予約受付は利用予定月の前月 26 日 14：00～15：30 です。 

 （26 日が土日祝の場合は翌事業実施日） 

 

７）キャンセル・遅刻について 

○キャンセルをされる場合は、分かり次第ご連絡をお願いします。 

○やむを得ず当日に遅刻や欠席の連絡をされる場合、給食準備の都合上、朝 8:30～9:30 

までにご連絡をお願いします。病欠の場合は症状を詳しくお知らせ下さい。 

申請書類 

・一時保育事業利用申請書 ・園指定の書類（児童票、家庭調査票等）・健康診断書 

・就労、就学証明書（非定型的保育のみ） ・健康診断書 ・食物チェック表 
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２． 園生活の手引き 

 

１）保育内容 

 (1) 保育士の体制 

○当日の状況に応じて職員を配置します。 

 (2) 通常保育との関わり 

   ○原則として一時保育クラスでの保育となりますが、当日の利用人数、年齢等の状況から 

判断して通常のクラス活動に加わることもあります。  

 (3) 保育園行事への参加 

   ○行事によっては参加できるものもあります。その際には別途お知らせを致します。 

 

２）登降園について 

(1) 登園される前に、必ずおうちでの検温をお願いします。 

(2) 登降園の時間について 

 ○朝は９：００までには登園しましょう。 

 ○０、１歳児は登園してから再度検温をお願いします。 

○８：３０より前の登園はご遠慮下さい。また、お迎えが１７：００を過ぎないように 

 代理の方をお願いするなどの工夫をされ、必ず時間内での送迎をお願いします。 

(3) 送迎について 

○原則として事前に決められた方が行って下さい。 

○年少児以上のご兄弟はたんぽぽ組には行かず玄関でお待ちください。 

○いつもと違う方がお迎えに来られるときは事前に連絡をして下さい。連絡が無い場合は 

引き渡しができない事があります。 

   ○バギーで登園される場合はスペースの関係上、出来る限りお持ち帰りください 

○未成年の兄弟だけでの送迎はできません。また車での送迎は原則ご遠慮ください。 

(4) 登降園時の注意事項 

○玄関のドアはオートロックになっています。防犯上、お顔・お名前を確認した上で開錠さ 

せて頂きますので、必ずインターフォンを押して「たんぽぽ組の○○です」と名前を伝え 

て下さい。 

○利用料の受け渡しは当日の登園時になります。事務所入り口までお越しいただき、用紙に 

お名前をご記入ください。 

★お支払いは現金、Airpay、PayPay をご利用いただけます。（現金の場合はおつりがない 

ようにご準備ください。） 

○降園時は、玄関カウンターにある用紙に時間とお迎えの方のチェック（母・祖母等）を 

お願いします。持参した荷物を確認の上、お忘れ物のないよう全てお持ち帰り下さい。 

○子どもの安全のために、門扉の鍵、１・２階の階段の鍵は忘れずに大人が掛けてください。 

※園内での写真撮影はご遠慮下さい。 
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３）健康管理 

(1) 朝は集団生活ができる状態での登園をお願いします。 

 〇目安…「友達と一緒に園庭遊びや、屋上遊び、散歩などができる状態」です。 

[参考ポイント] 

・機嫌・食欲・睡眠状態・発熱・鼻水や目やに下痢・便秘・腹痛・吐き気や嘔吐・発疹 

  〇ケガ（縫合やテープ処置など）をした場合は、状態によってはお預かり出来ないこともあり 

ますのでご利用前に電話でご相談ください。また、前日著しく体調が悪かった場合もお預か 

りできない事がありますのでご了承ください。 

(2) 病児保育は行っていません。 

(3) 川崎市の指導により、保育園では薬はお預かりできません。 

〇飲み薬・目薬・軟膏類・座薬・虫パッチ・虫よけスプレー・虫よけティッシュなどもお預 

かりできませんのでご協力をお願いします。 

〇受診後の登園時など、園内で服用や点眼をすることがないようお願いします。 

〇ホクナリンテープを貼って登園する場合は必ず職員にお伝えください。 

(4) 保育園からの連絡の目安 

○体温が３８．０℃以上でお迎えをお願いしています。 

○下記の状態で受診のお願いや、状態をご連絡させて頂く場合があります。 

  目の充血、目やに、下痢、嘔吐、体の発疹、耳下の腫れ（感染症が心配です。）、 

  ひどい咳や、極端な不機嫌、元気が無い、食欲がない、など。 

(5) 感染症の病気 

〇川崎市の感染症に対する方針と、2018 年改訂版「保育所における感染症対策ガイドライン」 

に基づきます。事務所にありますので、ご覧になりたい方はお申し出ください。 

 

①登園停止の病気 

下記の疾患の場合は、保育園には登園できません。診断された場合、園にお知らせくださ 

い。また、治って登園する場合は医療機関で交付された登園許可証明書が必要です。医療 

機関での登園許可証明書の交付は有料となっています。この証明書の用紙は保育園にもあ 

ります。またホームページからもダウンロードできますし、医療機関にもあります。 

 

病名 登園停止期間 

インフルエンザ（様疾患） 発症後 5 日を経過し、かつ解熱後 3 日を経過するまで。 

百日せき 特有の「せき」が消滅するまで、または 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 

麻しん（はしか） 解熱後 3 日、せき、発しんが軽快するまで 

風しん 発疹が消退するまで 

水痘（みずぼうそう） 

帯状疱疹（帯状ヘルペス） 

全発疹が痂疲化するまで 
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流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下線または舌下腺の腫脹の発現後 5 日を経過し、

かつ、全身状態が良好になるまで 

溶連菌感染症 主要症状が消失するまで、または抗菌薬治療を開始して 24

時間を経過するまで 

咽頭結膜熱・プール熱 発熱、咽頭及び結膜の発赤消失後 2 日を経過するまで 

流行性角結膜炎 眼の充血、異物感が消失するまで 

急性出血性結膜炎 眼の充血、異物感が消失するまで 

 

②その他の感染症への対応 

とびひ や 水いぼ 早めに受診し治療を開始しましょう。 

頭じらみ 皮膚科を受診し診断をお願いします。 

また、駆除に対する協力をお願いします。 

【注意】 

・感染防止のため、便や嘔吐物・血液がついた衣類、シーツ類は洗わずにお返ししています。 

・とびひは汁が他につかないように覆った状態で登園いただいています。 

※①②の病気が発生した場合、注意喚起のため発生報告をクラスや玄関に掲示させていただき 

ます。ご了承ください。 

 

(6) 予防接種         

○年齢に合った予防接種をすすめていきましょう。 

○接種した日は異変の可能性もありますのでできれば保護者の管理下でお願いします。 

○予防接種をした場合、担任までお知らせください 

(7) 事故やケガ 

○日常的に擦り傷や、打撲などは保育園でよくあるのが現状です。ケガを防ぐ意味でも衣類は 

とても大切です。 

【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。 

 ・伸縮性のある素材を選んでください。 

 ・フード付きやひも付きは避けてください。 

 ・爪は短く切ってください。 

 ・ピン・髪留めは鋭角、硬いもの、飾りのあるものは危険なので避けてください。 

  髪の毛はヘアゴムで束ねましょう。 
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４）登園の際の持ち物 

 かばん、くつ、靴下など 持ち物には必ず見やすいところに 

はっきりと名前を書きましょう。                  

              

                  

                  

              

○毎日持ってくるもの 

午睡用バスタオル ２枚 

着替え 肌着・上着・ズボン 各３枚 

汚れ物入れ １枚（スーパーの大きい袋） 

パンツ ５～６枚（名前を書いてください） 

おしりふき １袋（名前を書いてください） 

上履き １足（屋上で遊ぶ時や緊急時に必要） 

外履き（通園靴と兼用可） １足（戸外活動時に必要） 

お弁当・おやつ持参の方はスプーン・フォークも１つの袋に入れてください。 

夏場は保冷剤を入れ保冷バックに入れてください。 

 

○着替えは活動しやすい衣服をご用意ください。 

 肌着…素材は、木綿のものを選びましょう。 

半袖又はタンクトップをご用意してください。 

（Ｔシャツは保温力・吸湿性が低く、またロンパースは 

着脱しにくいのでやめましょう。） 

 上着…フード付の洋服は引っかかり、事故につながりやすく危険です。 

ズボン…つなぎ型・つりズボン・スカートなど活動しにくいものは危険です。 

         柔らかい素材で、ウエストがゴムのもの等お子さまが自分で着脱しやすい 

ものを用意してください。 

運動靴（外履き）…足のサイズに合った運動靴を用意してください。 

 

○キーホルダーは子どもたちがとても気になり、触ったり遊んだりしてしまいます。 

また、外れた時には誤飲の危険につながるため外しての登園をお願いいたします。 
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３． 非常災害時の対応 

 

１）避難訓練・避難場所 

○予測なしで発生する地震や火災、その他の事故災害から子どもを守るため、月１回 

避難訓練を実施しています。 

 

 

○保育時間中に大きな災害が発生した場合は、原則的には保育園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の連絡ができないことも考えられますので、 

情報を入手されましたら、早急にお迎えをお願いします。 

○保育園で指定している避難場所に移動することがあります。上記の指定避難場所を事前に 

ご確認下さいますようお願いいたします。 

○保護者が迎えに来ることができない場合を想定して、協力者を決めるなど事前にご家庭 

や知人と相談し連携をおとりください。 

 

２）園における対策 

大規模地震の発生等で警戒宣言が発せられた場合、川崎市の要請に基づき、必要に応じて 

臨時休園等の措置をとる場合があります。ご協力くださいますようお願いいたします。 

 

 警戒宣言等発令時の保育園の対策  

 

警戒宣言時 園児の状態 園のとる対策 

 

警戒宣言の発令 

登園前 臨時休園とします。 

※臨時休園の期間は、警戒宣言が解除されるまでです。 

在園時  児童の安否等についてはＮＴＴ災害用伝言ダイヤルを

活用し情報伝達を行います。 

 情報が確認でき次第、状況に応じて児童のお迎えをお

願いいたします。 

 以降、警戒宣言が解除されるまで臨時休園とします。 

 

 

第一避難場所     末長小学校 高津区末長 1705 

第二避難場所     橘中学校 高津区千年 1300 

広域避難場所     市民プラザ 高津区新作 1-19-1 
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末長こぐま保育園 ＴＥＬ：０４４－９４８－６６１５ 

０  

０４４  ９４８    ６６１５  


