
企業主導型保育園笑福キッズ 重要事項説明書 

 

保育の提供開始にあたり、当園があなたに説明すべき内容は、次のとおりです。 

 

1、事業者 

事 業 者 の 名 称 株式会社 笑福 

代 表 者 氏 名  松原博子 

法 人 の 所 在 地 茨城県牛久市南 7-37-7 

法 人 の 電 話 番 号  029-874-4039 

定款の目的に定めた事業 有料老人ホーム  訪問介護事業  通所介護事業  保育事業 

 

 

2、保育所の概要 

名 称 笑福キッズ 

所 在 地 茨城県牛久市南 7-51-4 

開 設 年 月 日  平成 29年 8月 1日 

電 話 番 号 029-886-4066 

施 設 長 氏 名  小林節子 

入 所 定 員 14名（4カ月児～3歳児。但し 3歳児は従業員枠のみ） 

内訳／従業員枠（提携企業含む）7名、地域枠 7名 

職 員 数 15名（常勤 4名、非常勤 11名） 

取 り 扱 う 保 育 事 業 企業主導型保育事業 

嘱 託 医 太田医院  牛久デンタルクリニック 

 

3、施設の概要 

敷 地 面積 167.66㎡ 

建 物 木造 2階建て   延床面積 155.67㎡   保育面積 40.75 ㎡ 

 

施設の内容 

 

乳児室スペース 

ほふくスペース 

保育・遊戯室スペース 

※但し、各室の面積は年齢構成により変動する場合有り 

幼児用トイレ 3個  幼児用シャワー 1個  シャワーブース 

設備の種類 冷暖房、防犯カメラ、空気清浄機 

そ の 他 屋外遊戯場  35.7 ㎡ （代替場所 みどり野第 2街区公園 3,680㎡） 

 

4、職員体制 

施 設 長 1人 

保育従事者 11人 （保育士／常勤 2人・非常勤 7人、保育補助者 2人） 

その他職員 事務員 2人  調理員 1人 

 



5、開所日・開所時間及び休所日 

開 所 日 月曜日～土曜日 ※祝日を含む 

開 所 時 間 8時～22時 

うち延長保育時間 21時～22時 

休 所 日 日曜日 

 

 

6、料金 

（1）保育料（月 16日以上の利用契約に限る） 

年齢区分 
月曜日～土曜日 

8時～21時（通常保育時間） 21時～22時（延長保育） 

  0 歳児 15,000 円 500円 

1、2歳児 15,000 円 300円 

3歳児（従業員枠のみ） 15,000 円 300円 

○内閣府の企業主導型保育事業のため、保育料は一般的な認可保育園の保育料と同程度の設定となって

おります。 

○保育料は全年齢区分ともに一律となっております 

○家庭のご都合や病気などにより、実際の利用日数が月 15日以下となっても、上記の月額保育料は変わ

りません。 

 

(2) 無償化の対象になる児童の保育料 

年齢区分 
月曜日～土曜日 

8時～21時（通常保育時間） 21時～22時（延長保育） 

  0 歳児 0円 500円 

1、2歳児 0円 300円 

3歳児（従業員枠のみ） 0円 300円 

 

 

(3) 複数の子供を同時にご利用いただく場合の保育料の特例 

利用園児数 １人目の保育料 ２人目の保育料 ３人目以降の保育料 

２人利用の場合  正規保育料 １０，０００円  

３人以上利用の場合  正規保育料 １０，０００円    無料 

○複数の子供が同時に利用する場合は、保護者の負担を軽減するため、保育料の減額措置を行います。 

○年齢の高い順に 1人目→２人目→３人目以降とカウントします。 

○月 16 日以上の利用契約の場合に適用します。２人目以降の利用契約が 15 日以下の場合や一時預かり

利用には適用されませんので予めご了承ください。 

 ○卒園・退園などにより、同時に利用する人数が変更となった場合は、保育料も変更となります。 

 

 

 

 



（4）給食 

 提供内容 

おやつ 
給食 

捕食（延長） 
主食 副食 

  0 歳児 ○ ○ ○  

1、2歳児 ○ ○ ○  

3歳児（従業員枠のみ） ○ ○ ○  

○給食費は保育料に含まれています 

○主食代（3歳児以上のみ）は 1回あたり 100円 

○捕食代（夕食）は 1回あたり 300円 

 

（5）その他 

○災害共済給付掛金 年額 300円（株式会社笑福 負担額 75円） 

○日用品・文房具などの保育料に含まれない物の購入については、あらかじめ費用をご負担いただく目

的や理由について適宜書面でご案内いたしますのでご了承ください 

 

 

7、支払方法 

支 払 方 法  銀行振込 
常陽銀行 牛久東支店 

支店番号 150 （普）1593405   笑福キッズ ㈱笑福 

支 払 期 日  料金は当月末日締め、翌月 10日までに請求、翌月 20日までに支払い 

 

 

8、保育理念 

『一人ひとりの子どもの能力を見出し、のびのびとした環境で個性を育む保育』 

 

 

9、保育方針 

○デキタ！を自信に 

○さまざまな表現選択の場を作ることで子どもたちの個性を見出す 

○Ｒｕ×3（笑福キッズるるる 3原則）「かんがえる」「こうどうする」「はっけんする」 

 

 

10、保育計画 

  0 歳児 

生理的欲求を満たされ心身共に安定した状況になり、機嫌よく園生活を過ごせるよ

うにする。特定の保育者が抱いたり微笑みかけたり、甘えなど依存欲求を満たし、

情緒の安定を図る。 

1、2歳児 
保育者に親しみ、感情を素直に表現して友だちにも関心を示す。保育者や友だちと

の色々な遊びを通して身のこなしを少しずつ身につける。 

  3歳児 

（従業員枠のみ） 

園生活の流れや生活の仕方が分かり、自分の身の回りのことができるようになる。 

体を充分に動かして遊びを楽しむ心地よさを味わう。 

 



11、1日の過ごし方 

0歳児（4ヶ月以上児） 1歳児・2歳児 

8：00～ 順次登園 8：00～ 順次登園 

 （健康状態の観察）  （健康状態の観察） 

 睡眠または遊び  自由遊び 

9：30 おやつ 9：30 おやつ 

   遊び 

10：45 離乳食＋ミルク 11：30 給食 

 お昼寝 12：00～12：30 お昼寝 

13：00 目覚め 14：30 目覚め 

 （順次検温）   

14：30 離乳食＋ミルク 15：00 おやつ 

15：30 遊び  遊び 

 順次降園  順次降園 

17：00 夕方保育 17：00 夕方保育 

   遊び 

18：00 離乳食＋ミルク 19：00 夕食 

 睡眠または遊び 19：30～20：00 睡眠または遊び 

～21：00 降園 ～21：00 降園 

※0 歳児は生活リズムが安定していないので、個々に対応しながらゆっくりと生活リズムをつけて 

いきます 

 

3歳児（従業員枠のみ）  

8：00～ 順次登園 笑福キッズは小規模保育園のためクラス編成は 

 （健康状態の観察） ありません。登園したら園服に着替えます。 

 自由遊び 0歳児は別室ですが、他の異年齢の園児が皆一緒 

9：45 片付け の保育室で過ごすことにより、自然に年下を可愛 

10：00 課題活動 がる優しさや思いやり、年上を目指す向上心が育 

 自由遊び まれます。 

11：30 昼食 また保育士の手厚い人員配置により、必然的に手 

12：00～12：30 お昼寝 と目が行き届く保育になります。 

14：30 目覚め 笑福キッズの保育士は、ほとんどが大型保育園で 

15：00 おやつ のクラス担任を経験してきた保育経験者です。 

 遊び 安心してお任せください。 

 順次降園 朝着てきた服に着替えます。 

17：00 夕方保育  

 遊び  

18：00 夕食  

 遊び  

19：30～20：00 睡眠または遊び  

～21：00 降園  

 

 



12、年間行事予定 

4月・9月 内科検診 老人ホームの利用者様と一緒に              

10 月 歯科検診 参加することで、お年寄りへの 

7月 
七夕集会 関心を持ち、優しさを育み 

夏祭り ます。 

12 月 
発表会 小規模園のため、入学式・卒業式・親子遠足・ 

クリスマス会 運動会は予定しておりません。 

2月 豆まき 保育参観については随時参観自由としますが、 

毎月 誕生日会・身体測定・避難訓練 事前にご連絡下さい。 

 

 

13、保育園と保護者の連絡について 

（1）お子様の保育所での様子や、家庭での様子を相互連絡し合うために連絡帳を活用します。体温、 

   食事、遊び、覚えたこと、挑戦していること、失敗したこと、排便状況などお子様の様子を保育園 

   側はもちろんですが、保護者の方も家庭での様子をできるだけ詳しく記入するようにして下さい。 

（2）月に 1回「園だより」を発行し、月の行事や共通連絡事項などをお知らせします。 

 

 

14、持ち物 

  当園では、保護者の方が保育に係わる負担を出来るだけ軽くするため「手ぶら登園」していただける

体制を推進しています。 

  多くの保育園では、オムツなどの消耗品関係は保護者の方が毎日持参していますが、当園では「おむ

つ、おしりふき、水筒の中身、ミルク、着替えの服、敷き布団など」を用意していますので、保護者の

方は特に何も持参せず、お子様だけお連れいただければ大丈夫です。 

  また、汚れた服（園の服）は当園で洗濯、水筒等も全て洗浄・消毒します。 

 ※保育用品や消耗品を持参してお子様に使用したい場合は、入園の際に予めご相談ください。 

 

〈入園時に必要な物〉 

ティッシュボックス 5箱（無記名）、白タオル 2枚（無記名） 

 毎日持ってくる物 常備しておく物 

0歳児 
連絡帳 

 

哺乳瓶１本、水分補給用マグ 

午睡用かけ毛布及びタオルケット 

☆0 歳児はベビーベッドでの午睡になります。 

 ふだん使っているお気に入りのタオルやガーゼがありましたら持ってきて下さい。 

 

1、2歳児 

連絡帳 午睡用かけ毛布及びタオルケット、水筒 

外靴（園用）※サイズの合った脱げにくい 

       外遊び向きの靴 

3歳以（従

業員枠のみ） 

連絡帳 午睡用かけ毛布及びタオルケット、水筒 

☆すべての持ち物には黒ペンで分かりやすい場所に名前を書いて下さい 

  洗濯で文字が薄くなってきたら、その都度書き足すようにお願いします 

 



15、健康診断等 

（1）健康診断 

内科健診 
年 2回（4・9月） 

嘱託医が健診します 

医療法人社団 実正会 太田医院 

茨城県牛久市さくら台 1-18-2 

029-874-2281 

歯科健診 
年 1回（10月） 

嘱託医が健診します 

牛久デンタルクリニック 

茨城県牛久市中央 3-34-3 

029-872-8114 

 

（2）身体測定 

  毎月 1回、身長・体重の測定を行います 

 

 

16、保育園の利用に際し留意していただきたいこと 

欠席する場合、又は登園時

間が遅れる場合 

当日に欠席の連絡をする場合、又は登園が遅れる場合は、その日の登園予

定時刻までに御連絡をお願いします。 

お迎えが遅れる場合 お迎えが遅れる場合は、降園予定時刻までに御連絡をお願いします。 

連絡ノートに記載されている方とお迎えの方に変更がある場合、必ず保

護者の方からの連絡を保育園に入れて下さい。 

毎朝の体温等の確認 登園前に必ず体温や健康状態等の確認を行って下さい。 

投薬について 

医療行為に当たるため原則として行いません。ただし医師の処方を受け

た薬に限り医師の指示に基づき行うことができますが、その際は投薬依

頼書を提出していただきます。 

必要がある場合は個別に御相談させていただきます。 

 

 

 

〈こんな時はお休みしましょう〉 

発熱の時  …体温が 37.5℃以上ある時 

       保育園でもこれを基準にして保護者に連絡を入れさせていただきます。37.5℃以上の熱

やぐったりした様子のある時はお迎えをお願いします。 

       高熱の時は、朝熱が下がっても大事を取り、一日様子を見た方が良いです。 

下痢の時  …朝起きてから登園するまでの間に 2 回以上ある時、下痢がおさまった場合でもできれば

普通便が出る事を確認してからの登園をお願いします。 

嘔吐のある時…無理をしないでご家庭で様子を見て下さい。 

        （下痢や嘔吐がある時は胃腸炎（ノロウィルス、ロタウィルス等）の可能性もあるので、

早急に医療機関を受診しましょう） 

予防接種をしてからの登園は控えて下さい。 

 

 

 

 



17、感染症について 

保育園は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症が発生すると、抵抗力の少ない子どもは

次々と感染してしまいます。乳幼児がよくかかる下記の感染症については登園の目安を参考に、かかり

つけの医師の診断に従い、医師の意見書・登園届の提出をお願いします。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下さい。 

麻しんや水痘など、伝染証の感染症と診断された場合は、必ず保育園に連絡して下さい。 

 

 

（1）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 

感染症名 感染しやすい期間 登園の目安 

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 

伝染性紅斑 

（リンゴ病） 

発疹出現前の 1週間 全身状態が良いこと 

ウィルス性胃腸炎 

（ノロ、ロタ、ア

デノウィルス等） 

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ィルスを排

泄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 

ヘルペンギーナ 

急性期の数日間（便の中に 1 ヶ月程度

ウィ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ウィルス感染症 呼吸器症状のある間 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと 

帯状疱疹 水泡を形成している間 全ての発疹が痂皮化してから 

突発性発疹  解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと 

 

 

 

 

（2）医師が記入した意見書が必要な感染症 

感染症名 感染しやすい期間 登園の目安 

麻しん（はしか） 発症 1 日前から発疹出現後の 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

症後 3 日程度までが最も感染力が強

い） 

症状が始まった日から 5 日以内に症状が

無くなった場合は、症状が始まった日から

7 日目まで又は解熱した後、3 日を経過す

るまで 

風しん 発疹出現の前 7日から後 7日間くらい 発疹が消失してから 

水痘（水ぼうそう） 発疹出現 1～2日前から痂皮形成まで すべての発疹が痂皮化してから 

流行性耳下腺炎 

（おたふくかぜ） 

発症 3日前から耳下腺腫脹後 4日 耳下腺の腫脹が消失してから 



結核  感染のおそれがなくなってから 

咽頭結膜炎 

（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 

特有の咳が消失し、全身状態が良好である

こと（抗菌薬を決められた期間服用する。

7日間服用後は医師の指示に従う） 

腸管出血性大腸菌 

感染症（О157、 

О26、О111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 

 

（3）その他 

ご家族がインフルエンザなどの感染症にかかった場合には、お子さんに症状がなくても、感染症まん延

防止のため、原則として家庭での保育をお願いします。 

 入園時に提出いただいた健康保険証「マル福」受給者証が変更になった場合や期限切れの場合、速やか

に新しい物の写しを提出してください。予防接種に追加があった場合も写しを提出してください。 

 

 

18、賠償責任保険の加入状況 

以下の保険に加入しています。 

 

保険会社 日本スポーツ振興センター 損保ジャパン日本興亜 損保ジャパン日本興亜 

保険の種類 災害共済給付 普通傷害保険 

（学校契約団体傷害保険特約） 

事業活動総合保険 

保険の内容 医療費／医療保険並の療養に

要する費用の額の 4/10 

障害見舞金／障害等級により 

4,000 万円～88 万円（通園中の

災害の場合 2,000 万円～44 万

円） 

死亡見舞金／ 3,000 万円～

1,500 万円 

死亡・後遺障害／500 万円 

入院保険日額／3,000 円 

通院保険日額／2,000 円 

※保険金額は１名当たり 

１事故につき１億円 

 

 

19、緊急時の対応方法 

（1）保育中に容体の変化等があった場合は、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先へ連絡をし、嘱託医 

又は主治医へ連絡をとるなど必要な措置を講じます 

（2）保護者と連絡が取れない場合には、乳幼児の身体の安全を最優先させ、当保育園が責任を持って、し

かるべき対処を行いますのであらかじめ御了承願います 

 

 

 

 



20、非常災害時の対策 

避難訓練 火災及び地震を想定した避難訓練を月 1回実施します 

防災設備 消火器具、非常警報設備、誘導灯、カーテンの防炎処理、火災感知器 

避難場所 第 1避難場所 向台自治会館 第 2避難場所 向台小学校 

 

 

21、近隣の緊急連絡先 

消防署 
牛久消防署    

牛久市栄町 4-1     029-873-0119 

警察署 
牛久警察署 

牛久市下根町 491-1   029-871-0110 

 

 

22、保育内容に関する相談・苦情 

要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています 

相談・苦情解決責任者 園長     小林節子       

相談・苦情受付担当者        染谷優里果 

受付方法 面接、文書、電話などの方法で受付けます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



同意書 
 

 

本園における保育の提供を開始するにあたり、重要事項説明書の内容について説明を行い

ました。 

 

 

保 育 園 名 ： 笑福キッズ 

所 在 地 店 ： 茨城県牛久市南 7-51-4 

説明者職員 ： 染谷優里果 

 

  

私は、笑福キッズの重要事項説明書の内容について説明を受け、その内容に同意しました。 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

保護者住所 ：                      

児童氏名  ：                      

保護者氏名 ：                       ㊞ 

児童からみた続柄 ：                   


