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理念 

目標 

保育方針 

1 

今を生きる子どもの 善の利益を守り、 

子どもが自分と友達を大切にする豊かな心を育む。 

1.自分のことを大切にし、仲間と過ごすことを喜べる子ども 

2.自分でできることに喜びを持ち主体的に生活する子ども 

3.自分の要求を持ち、表現できる子ども 

4.豊かな感性と表現力をもった子ども 

5.遊びを楽しめる子ども 

1. 一人ひとりを主体者として尊重し、自我を豊かに育てる 

2. まわりの人や物に対する優しさと、仲間を大切にする気持ち

を育む 

3. 自然との関わりを大切にし、自然と共に生きる感性を育てる 

4. さまざまな人との関わりや、日々の丁寧な暮らしを通して、

人間らしく生きる力を育てる 



 

 

◎ 施設概要 

１ 名称   ラヴィ西葛西二丁目保育園 

２ 設置年月日  平成２８年４月１月 

３ 所在地   〒１３４－００８８ 東京都江戸川区西葛西２丁目２２－２６ 

     ザ・ガーデンズ西葛西 サウスウエストレジデンス１F  

     ＴＥＬ / ＦＡＸ：０３－６２４０－５５０７ 

４ 施設長   青谷 始 

５ 施設概要  鉄筋コンクリート造１９階建ての１階 

     使用面積   ７６．３２㎡ 

     消防申請 ２０１５年１２月８日 消防署届出 

     防火管理者 青谷 始 

     自動火災探知機・消火器・煙探知機・誘導灯 

     ２方向に避難経路があります。 

６ 保育定員  ２１名（０歳：３名、１歳：９名、２歳：９名） 

     定員に余裕のある場合には一時預かりをお受け致します。 

７ 対象年齢  ０歳児（生後５ヶ月児）～２歳児（満３歳に達した年度末） 

８ 職員    施設長１名・常勤保育職員４名・その他非常勤職員 

     （園児数に応じ配置） 

９ 保険   当施設では、以下の保険に加入しています。  

    

  

 

 

 

 

 

当施設は児童福祉法第35条の認可を受けていない保育施設（認可外保育施設）として、同法第59の2に基

づき東京都への設置届出を義務付けられた施設です。＊設置届出先 東京都（保育課）  

 

 

保険の種類 保育サービス業総合補償保険・施設賠償保険 

保険事故(内容) 施設賠償責任、生産物賠償責任、保管物賠償責任 

保険金額 対人賠償:２億円/１名 対物賠償: １０００万円/１事故 
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◎ 規 約 

第1章 月極保育 

 

第1条（開園日・開園時間及び休園日） 

 1. 開園日  月曜日～金曜日 

 2. 開園時間 8：00-19：00 

 3. 休園日  土曜日・日曜日・祝日・夏季休業日・年末年始 

 

第2条（入園基準） 

 ・０歳児（生後５ヶ月児）～２歳児（満３歳に達した年度末）を対象と致します。 

 ・当園にてお預りが困難であるような特別の配慮・措置が継続的に必要ないこと。 

 

第3条（入園手続） 

 ・提出書類 

入園申込書、月極保育委託契約書、児童票、児童健康票、緊急時対応同意書、 

アレルギー調査票、送迎者登録書、入園前健康診断書、緊急時連絡票、 

健康保険証及び乳児医療証の写し、母子手帳の写し（出生時、予防接種のページ） 

＊ご提出頂いた情報は入退園手続き、保育サービス提供、保育料金の収受その他業務上必要な範

囲で利用致します。 

＊記載内容に変更があった場合は、速やかに園へお知らせ下さい。 

 ・上記の書類の提出、初月分の月極保育料金等の諸費用の支払いを入園希望月の前月１５日   

 （休園日をはさむ場合はその前日）までにお願いいたします。 

 

 

第4条（入園金） 

 ・44,000円 

 

第5条（設備整備費） 

 ・37,400円 

   

第6条（利用料金） 

 1. 月極保育料金 

  入園日にかかわらず、入園月より1ヶ月単位で次表の料金を頂きます。 

  月極保育（月～金 基本時間 8：00-19：00）      単位：円 

 

  

  ＊上記料金には保育材料費が含まれます。（年月齢に応じて） 

 

3 

時間／日 0歳児 1歳児 2歳児 

11時間 88,000円  86,900円  85,800円  



 

 

＊保育料金は入園した年度当初（4月1日）年齢での請求となります。 

（例：平成28年度では、平成27年4月1日生まれのお子様は1歳児の保育料金で、平成27年4月2

日生まれのお子様は0歳児の保育料金となります。） 

＊祝日分の振替保育はできません。 

＊月の途中で入退園される場合であっても、1ヶ月単位での料金からの割引はできません。 

＊欠席された場合も、1ヶ月単位での料金からの割引はできません。 

＊その他、活動内容によって費用が発生する場合、実費を頂くことがあります。 

＊社会情勢等の理由で保育料金の改定を行う場合は3ヶ月前に予めご連絡致します。 

 

 2. 延長料金 

当日のご利用時間がご予約時間を超過する場合、次表の延長料金を追加でご請求致します。 

延長料金は、ご予約時間前後超過1分目から頂き、15分単位で請求させて頂きます。 

 

 

 

 3. 光熱費 

入園日にかかわらず、入園月より1ヶ月単位で毎月、1,620円を頂きます。 

 

 4. 給食費 

  昼食・おやつ又はミルクを提供致します。 

  入園日にかかわらず、入園月より１カ月単位で毎月9,150円を頂きます。 

  

  ＊食物アレルギーへの対応食はご用意致しかねます。 

 

  ＊一カ月単位で欠席される場合は、月極保育料金のみお支払いいただきます。 

 

＊諸費用を２ヶ月以上にわたり滞納された場合には、退園の勧告を行う事がありますので、ご注

意下さい。退園後も未納の諸費用につきましては、清算していただきます。 

 無届で長期欠席をされた場合は、退園等の手続きをさせていただく場合があります。 

 

 5. 健康管理費 

    6,600円（会計年度は4月～3月迄です。継続の場合、毎年3月にご請求致します。） 

 

 6. ICカード等再発行手数料 

ICカード等の紛失に伴う再発行時に、再発行手数料として1点につき600円をご負担いただきま

す。連絡帳、連絡帳袋についても同様になります。  

 

 

15分単位 

1,100円 
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第7条（利用方法） 

1. 欠席する場合又は登園の時間が遅れる場合は、9：30 までにご連絡下さい。 

2. 9：30までにご登園下さい。 

3. 10：00～13：00の間は、登園をお控えください（登園できません）。 

4. お迎えが遅くなる場合は前もってご連絡下さい。 

5. インターホン使用時は、顔と園児名を確認いたします。毎回のご協力をお願いいたします。 

6. 登園前に必ず体温や健康状態の確認を行って下さい。 

7. 37.5℃以上の熱がある場合はお預かりできません。発熱に限らず、諸症状が強く出ている時はお

預かりできません。お子様自身の体調回復、他のお子様への感染予防のために登園はお控え下さ

い。保育時間中に体温が上昇した場合は、37.5℃を目安にご連絡をさせて頂きます。また、感染

症の疑いがある場合や発疹や嘔吐、下痢、食欲不振などの症状がある場合もご連絡させていただ

きます。早めのお迎えをお願い致します。 

8. 発熱等が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となる

までは登園をお控えください。 

9. 与薬、感染症については、「◎保健衛生」をご覧下さい。 

 

第8条（支払方法） 

次月分の月極保育料金と、当月（20日迄）の延長料金を請求致します。これらの料金は毎月、請求書

記載の期日までに下記の指定口座にお振込み下さい。万が一お支払指定日までにご入金が確認できな

い場合は、期限付きの催告を致しますが、支払期日が経過してもお支払いがされない場合、支払期日

の翌日からお支払いが完了するまでの日数に応じ、延滞料として滞納金額に年14パーセントの割合を

乗じた額（1円未満切捨て）をお支払い頂きます。またその期限を過ぎてもお支払いがない場合は当

園のご利用ができなくなります。 

<指定口座>  みずほ銀行 稲荷町支店 普通１９７４６６７ ラヴィ西葛西二丁目保育園         

 

第9条（退園） 

1. 退園を希望される場合は、退園予定月の前月15日までに当園指定の書面にて届け出て下さい（例：

3月31日に退園希望の場合は、2月15日までに「退園届」をご提出ください）。月途中の退園であっ

ても一月分の保育料がかかります。期日を退園予定月の前月16日以降に届出をされた場合には、次

月の退園扱いとさせて頂き、次月分の月額保育料を頂きます。 

2. お子様の保育に特別の配慮・措置が継続的に必要であり、お子様や他の園児の安全確保の観点から

園でのお預かりが困難であると当社が判断した場合、退園頂くことがあります。 

3. 退園日が月の途中の日付であっても退園日の属する月の月極保育料金、光熱費及び給食費の全額を

お支払い頂きます。 

 

第10条（休園 - 長期間お休みするとき） 

1. １ケ月以上休園を希望される場合は、その月の前月15日までに当園指定の書面にて届け出て下さ

い。その月の給食費・光熱費が免除となります。月極保育料は免除にはなりません（月の途中か

らは不可）。 

2. 保育園を欠席できるのは、年度内に2か月までです。期間経過後、登園されない場合は退園となり

ます。  
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第2章 一時保育 

 

第11条（利用時間） 

  保育時間 月～金（祝日を除く） 8：00-19：00 

  ＊一時預かりは、月極定員の空きがある場合にお受け致します。 

 

第12条（入園基準） 

 ・１歳６ケ月児～２歳児（満３歳に達した年度末）を対象とします。 

 

第13条（料金） 

 1. 年会費 3,000円（会員登録する場合のみ必要。ビジターは不要。） 

  ＊会員登録時にお支払い頂きます。 

  ＊会計年度は4月～3月迄です。継続の場合、毎年3月にご請求致します。 

  ＊月極保育ご利用の方は当施設を会員料金でご利用頂けます。 

  ＊一旦納入された年会費は、いかなる場合も返還致しません。 

 

 2. 利用料金 

  一時預かり利用料金（1時間あたり・ 低2時間～） 

   

 

 

 

     

 

＊一時預かり利用料金は、ご利用月の前月20日までにお振込みいただきます。 

 

 3. 給食・補食費 

  １日あたり、550円を頂きます。 

  ＊食費は、利用料金とともにお支払い頂きます。 

 

第14条（利用方法） 

1. ご利用予定月の前月15日、17:00 迄に「一時預かり申込書」をご提出ください。 

 定員の都合上、お預かりできないこともありますので予めご了承下さい。 

2. 予約内容に変更がある場合は、ご利用 2 日前、17:00 迄に職員へご連絡下さい。 

 キャンセルはお受けできませんので、十分ご検討後にお申し込みください。 

3. 一度納入されました料金はお返しいたしません。 

  

利用時間帯 8：00～19：00 

会員 1,500 

ビジター 3,000 
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第3章 雑則 

 

第15条（園の出入りの際のご協力のお願い） 

1. 送迎者登録書に記載のない方がお迎えの場合は、必ず事前にご連絡下さい。ご連絡がない場合

は、保護者の方と連絡が取れるまで、お引渡し致しかねますのでご了承下さい。代理の方には、

身分証明書を提示して頂きます。 

2. お迎えの際、お荷物を確認し支度を済ませた後、職員にお声がけください。お子様をおつれしま

す。 

3. 不審者の侵入を防ぐ為玄関ドアは施錠されています。来訪者の顔と名前を確認してから解錠致し

ます。 

4. クルマでの送迎はお控え下さい。尚、車での送迎の際は、お近くの駐車場をご利用下さい。 

5. 送迎時はお子様と手をつなぎ、お子様から目を離さないようお願い致します。 

6. 自転車での送迎の場合、専用の駐輪場はありません。周りの方のご迷惑にならないよう、ご配慮

下さるようお願い致します。 

7. 園周辺は、車や自転車などの交通量が多いので、交通事故には十分ご注意下さるようお願い致し

ます。 

8. 9：30を過ぎる登園の場合は必ずご連絡ください。 

9. 登園時にガム、キャンディ、お菓子、パン等の飲食物のお持ち込み、お口に入れたままの登園は

お断りいたします。 
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時間 0歳児 1・2歳児

8:00
順次登園

視診・健康観察
自由遊び

順次登園
視診・健康観察・薬確認

自由遊び

9:30 朝の会・ミルク 朝の会・水分補給

10:00 主活動・外気浴等 主活動・戸外活動

11:00 離乳食・ミルク
排泄・手洗い
昼食・歯磨き

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

ゆっくりと過ごす
水分補給
順次降園

着替え
睡眠

着替え
睡眠

手ふき
おやつ・ミルク

排泄・手洗い
おやつ・うがい

ゆっくりと過ごす
ミルク

順次降園

◎ 西葛西二丁目保育園での過ごし方 

✦睡眠について 

 お子様一人一人のリズムに合わせた睡眠時間がとれるよう配慮致します。 

 衛生面を考慮し、午睡用コットを使用致します。 

✦排泄について 

 おむつの取替え、トイレへの誘導は、それぞれこまめに行い、排泄の習慣（自立）への方向

付けをしております。 

✦毎日の連絡について 

 お休みされる場合、登園が遅れる場合は、必ず午前 9:30 迄に園に直接ご連絡下さい。 

 連絡帳を毎日ご記入ください。ご家庭欄にお子様のご家庭での様子をご記入下さい。 

✦一日の中で、異年齢で過ごす時間を大切に考えております。 
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◎ 「遊び」は「学び」 

子どもたちが、のびのびと毎日を過ごせるよう無理のない日々の保育プログラムをもとに、毎日を楽しみ

ながら過ごせる環境づくりをしています。また、室内保育だけではなく、外遊びを多く取り入れ、元気

いっぱい遊びます。 

◎ 年間行事予定 

行事は、普段の生活の延長として取り入れております。季節を感じたり、お祝いしたり、お子様自

らが参加し、楽しい気持ちを持つことを大切に考えております。 

✦身体測定 毎月1回  ✦避難訓練 毎月1回  ✦お誕生会 毎月1回 

◎ ラヴィ西葛西二丁目保育園では 

✦戸外遊びや全身運動などの「動」の動作と絵本を読んだりするなどの「静」の動作をバランスよく組み

立ててお子様に過ごして頂くよう配慮しております。 

✦育児全般についてのご相談は、随時承っております。お気軽にご相談下さい。 

✦月1回おたよりを発行致します。 

5月 6月 7月 8月 9月 

こどもの日 

母の日 
父の日 七夕 夏祭り 

運動会 

敬老の日 

10月 11月 12月 2月 3月 

ハロウィン 勤労感謝の日 クリスマス 節分 ひな祭り 
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◎ 7つのテーマ 

各テーマをバランスよく取り入れ、主活動を行います。 

◎ 体験型カリキュラム 

発達に応じて個性を伸ばし、五感を豊かに育みます。同じ法人が運営する英語教室やリトミック、

知育教室との連携を図りながら、子どもたちが遊びを通して、豊かな感性と表現力を身に付けま

す。専任の講師が担当致します。 



 

 

◎ 持ち物一覧 
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入園時に用意するもの 

□ バスタオル 1枚（冬季は、毛布1枚） 

□ 午睡コット用シーツ 1枚 

□ 園指定帽子 1枚 

□ フェイスタオル 1枚（汗の拭き取り等に使用します） 

□ ボックスティッシュ 1箱 

 

※ バスタオル、シーツ、園帽は週末持ち帰りになります。 

 3点まとめて収納できる袋をご用意ください。 

 

毎日持参するもの 

□ 登園バッグ 

□ 連絡帳（園で用意致します） 

□ 食事用エプロン（3枚。０歳児は食事の始まった園児のみ。ナイロン製などでポケットタイ

 プのもの。） 

□ 口拭きタオル（3枚 20㎝×20㎝ ） 

□ 着替え（3セット）（パンツ、ズボン、肌着、Tシャツ等） 

□ オムツ（1日５〜６枚。パックでのお預かりもできます。1枚ずつ後ろに記名して下さ い。） 

□ おしり拭き 

□ ビニール袋 20cm×30cm位（使用済みのオムツ用） 

□ オムツ交換用ビニール手袋（使い捨てタイプ） 

□ 汚れ物用ビニール袋（着替え、濡れたタオル等をまとめて入れます。スーパーのレジ袋等。

 30㎝×50㎝位。記名をしてください。） 

□ ボックスティッシュ1年に3箱（4月、8月、1月頃） 

□ その他園が指定するもの 

 

*すべての物に必ず名前を記入してください。見やすい所にはっきりとご記入下さい。 

*わからないことは遠慮なく職員にご相談下さい。 

*トイレトレーニング中のお子様は職員にご相談下さい。 



 

 

◎ 持ち物について 

1. 「ロッカー」で個人のお荷物を保管致します。着替え用衣類など種類や量は季節によって調節をお願

い致します。また、活動等によってご用意頂くものがある場合は、随時ご連絡致します。 

2. 園にお持ちになるすべての私物にお名前をご記入下さい（記名のない場合はこちらで記入させて頂き

ます。万一、無記名により紛失の場合は責任を負いかねます）。 

3. 「防水シーツ」は必要な時にお持ち頂く場合があります。 

4. バギー置き場はありません。 

5. 紛失などの事故を防ぐ為、ご家庭からのおもちゃの持込はご遠慮下さい。 

6. 身に付けるものは戸外遊び・散歩時の怪我や事故防止と安全、着脱の練習という面からお選び下さ

い。 

①靴・・・・スニーカー、運動靴等の動きやすいもので登園をお願い致します。 

      登園時の靴を履いて戸外活動に参加します。 

      サンダル、ブーツなどは危険です。 

②靴下・・・戸外遊び・散歩中に足を守るために 着用致します。裸足で登園した場合は、靴に靴下

を入れて下さい。 

③服・・・・形状や素材によって動きずらく運動しにくいものや、危険につながるものはお避け下さ

い。 

・上着、ズボンの丈が長すぎるものはお避け下さい。 

・スカートやフードつきの上着は戸外での遊具遊び等に危険な場合がありますので避

けてください。  

・ロンパース、つなぎ服、手の届かないところにボタンやファスナーがある服は避け

てください。 

・夏季は蚊よけの為、長ズボンの着用をお勧め致します。 

④髪留め・・髪留めはゴム製のものをご使用下さい。ピン留めは、危険なので使用しないようにお願

い致します。 
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◎ 園でのお食事 

1. ラヴィ西葛西二丁目保育園の食事目標 

 

 ☑  健康な体を作る 

 ☑  食べ物に関心を持ち、意欲的に食べる 

 ☑  食べ方を身に付ける 

 ☑  望ましい食事マナーを身に付ける 

 

「食育」・・・教材を使った活動、食事の時間に挨拶・食べ方・食器の扱い方を伝えるなどの食に対

する様々な取り組みを行います。 

 

＜園における食事時間のめやす＞ 

  

 * 満１歳頃から粉ミルクは牛乳になります。 

 

2. 給食 

 株式会社美幸軒の「にこにこ給食」をご提供いたします。月齢に応じた献立、調理形態となっており

 ます。毎月献立表をお渡しいたします。 

 

3. 衛生管理 

 職員は毎月、腸内細菌検査を実施しております。 

 

4. 園指定ミルク 

 明治「ほほえみ」を使用します。 

12 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

区分

離乳以前（ミルク） ミルク

離乳食（2回食の頃） ミルク おやつ+ミルク

離乳食（3回食の頃） ミルク おやつ+ミルク

1・2歳児

家庭家庭

ミルク ミルク ミルク ミルク

園での授乳・食事

離乳食

離乳食 ミルク

牛乳

ミルク

昼食 おやつ 麦茶 夕食

ミルク又は

離+ミ

離乳食+ミルク

ミルク又は

離+ミ

離乳食+ミルク

朝食



 

 

◎ 保健衛生 

1. 予防接種 

伝染の恐れがある病気の発生および蔓延を予防するために、法令において予防接種を受けるように定

められております。病気は罹ってから治すよりも罹らないように予防することが大切です。また乳幼

児が感染すると重症化する恐れもありますので、ワクチンで予防できる病気は積極的に予防接種を受

けるようにしましょう。尚、予防接種を受けられた時は必ず園にお知らせ下さい。ポリオ等は下痢や

嘔吐で排出されてしまう可能性もあります。予防接種を受けた後は安静が必要ですので、登園を控

え、ご自宅で安静に過ごされるようお願い致します。 

2. 生活 

 1）早寝、早起きの習慣をつけましょう。 

  ・1～2歳児の1日の睡眠時間（昼寝を含む）の目安・・・・・・13時間～14時間 

  ・3～5歳児の1日の睡眠時間（昼寝を含む）の目安・・・・・・11時間～12時間 

 2）風邪をひきにくくする習慣をつけましょう 

・保護者の方が付き添って手洗い（できる方はうがい）の敢行をお願い致します。 

・薄着の習慣をつけましょう。 

 3）清潔に心がけましょう  

・洗顔・歯磨き・整髪を済ませてから登園しましょう。 

・爪きりはこまめに行いましょう。（伸びた爪はケガのもとになります） 

・髪が伸びたら切ったり、束ねたり身だしなみに気を配りましょう。 

 4）お子様の体調については細かくお知らせ下さい。 

・登園時に職員が視診を行いますが、おうちでの体調の変化、ケガ、微熱、服用した薬等につい

て連絡帳等で必ずお知らせ下さい。 

3. 病気の時は 

 1）症状が強く出ている時はお預かりできません。 

・お子様自身の体調回復、他のお子様への感染予防のために登園はお控え下さい。 

 2）37.5℃以上の熱がある場合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、37.5℃を目安にご連絡をさせて頂きます。早めのお迎え

をお願い致します。 

・過去に発熱等が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾

向となるまでは登園をお控えください（登園できません）。 

3）発熱に限らず感染症の可能性がある場合、発疹や嘔吐、下痢、食欲不振などの症状がある場合は

ご連絡をさせて頂きます。早めのお迎えをお願い致します。 

4）風邪症状がある場合はお預かりできません。風邪症状とは、発熱（37.5℃以上）の他、鼻水、咳

の症状が継続的に続いている場合は登園をお控えください（登園できません）。 

4. 園での与薬について 

園の保育職員は医療行為を行うことができません。そのため原則として園での与薬は行うことができ

ません。しかし、てんかんや喘息等の慢性疾患でお子様がお薬なしでは健康的な日常生活が過ごせな

い場合や、医師の指示によりやむを得ず保育時間中における与薬が必要な場合に限り、ご相談に応じ

ています。虫よけ、虫刺され、塗り薬の対応についても同様といたします。 

※かかりつけ医に、お子様が「○時から○時まで保育園で集団生活をしていること」 「保育園では

原則としてお薬の使用ができないこと」をお伝え頂き、お薬を「朝・夕の1日2回」の処方にして頂け

るかどうか、ご相談下さるようご案内致します。 
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5. 座薬の預かりについて 

原則として座薬の取り扱いはいたしません。 

ただし、抗けいれん剤については、どうしても必要な場合に限って、医師からの具体的な指示書と保

護者の依頼書を添えていただいたうえでお預かりをします。なお使用にあたっては、その都度保護者

にご連絡しますのでご了承ください。 

なお、ご家庭においても使用したことがなく、初めて使用する座薬については対応できません。 

6. 保育園の常備薬 

保育園では以下の薬を常備しています。 

・消毒液 ・虫除けスプレー：ディート不使用 ・かゆみ止め 

・保湿剤（肌荒れ・口唇の荒れ）：白色ワセリン 

※子どもに使用可能なものを選んでいますが、お子さままたはご家族に薬のアレルギーのある方はお

知らせください。 

7. 身体測定 

 身体測定を月1回実施致し、結果をお知らせ致します。 

8. 感染症について 

お子様が感染症に罹った場合は医師の診察を受けて、次ページの学校保健安全法で定められた登園停

止期間・登園基準に従ってご自宅で療養して下さい。病後、登園する際は医師の許可を得てからの登

園となります。また、感染症によっては医師による『登園許可書』が必要な場合がありますのでご了

承下さい。 

 
こんな時は休みましょう 登園できます 

発熱 

・活気・機嫌が悪く、食欲がない 

・24時間以内に37.5度以上あった 

・24時間以内に解熱剤を使った 

・前日37.5度を超える熱がない 

・咳/鼻水の症状は悪くなっていない 

咳 

・咳のため夜間に起きる 

・連続してせき込む、呼吸がつらそう 

・機嫌/食欲が良くない 

・連続した咳がない 

・喘鳴やつらそうな呼吸がない 

・機嫌がよく食事もとれている 

下痢 

・24時間以内に2回以上水様下痢あり 

・食事ごとに下痢になる 

・朝に排尿がない 

・24時間以内に2回以上水様下痢なし 

・食事をしても下痢にならない 

・排尿回数がいつもどおり 

嘔吐 

・24時間以内に2回以上の嘔吐あり 

・食欲や活気がない 

・嘔気があり、いつもより体温が高め 

・24時間以内に2回以上の嘔吐がない 

・食事をしても吐かない 

・機嫌がよく顔色も良い 

発疹 

・発熱に伴って発疹がある 

・口内炎で食事がとれない 

・とびひでは… 

  顔などで患部を覆えない 

  患部を掻いてしまう 

  じくじくしてた時に感染の恐れ 

・かかりつけ医の診察を受けた結果 

  感染の恐れなし 

  全身状態が良いと診断された 

登園基準： 



 

 

病名 登園停止期間・登園基準 登園許可

鳥インフルエンザ（H5N1を除く）解熱した後2日（48時間）を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで
麻しん（はしか） 解熱した後3日（72時間）を経過するまで
風しん（三日はしか） 発しんが消失するまで
流行性耳下腺炎（おたふく風邪） 耳下腺の腫脹が消失するまで
水痘（みずぼうそう） すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜炎（プール熱） 主要症状が消退した後2日（48時間）を経過するまで

結核

流行性角結膜炎（はやり目）
急性出血性結膜炎

★溶連菌感染症 有効な抗生物質の投与後24時間以上経過し、
全身状態が良好となったとき

★アデノウィルス 気道感染：主要症状が消退した2日後（48時間）を経過す
るまで

★ＲＳウィルス 重篤な呼吸器症状がなくなり、全身状態が良好なこと
★感染性胃腸炎
★流行性嘔吐下痢症

下痢（水様便・粘血便）・嘔吐がなくなり、全身状態が
良好で脱水症状がないこと

●マイコプラズマ感染症 著しい発熱や咳がなく全身状態が良好であること

●手足口病 著しい発熱がなく摂食が可能で全身状態が良好なこと

●ヘルパンギーナ 摂食が可能で全身状態が良好なこと

●突発性発疹 著しい発熱がなく機嫌がよく全身状態が良好なこと

●帯状疱疹 著しい疼痛がなく全身状態が良好なこと

●ヘルペス性⻭⾁口内炎 よだれが止まり、摂食が可能で全身状態が良好なこと

●ＥＢウィルス感染症 著しい発熱がなく全身状態が良好なこと

●ウィルス性肝炎 Ａ型肝炎は肝機能が正常化すれば登園可能
Ｂ型・Ｃ型肝炎キャリアは登園可能

伝染性紅斑（りんご病） 全身状態が良好なこと

伝染性膿痂疹（とびひ） 皮膚が乾燥しているか、湿潤部位の被覆ができること

頭じらみ 治療を開始していること

伝染性軟疣腫（水いぼ） 登園は可能

疥癬 治療を開始していること

エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・痘
そう・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病
ラッサ熱・急性灰白髄炎・ジフテリア・

SARS/鳥インフルエンザ・再興型インフルエ
ンザ・指定感染症・新感染症

一種 治癒するまで

二種

医師によ
る『登園
許可証』
が必要で

す

※1

コレラ・細菌性赤痢・腸チフス・パラチフ
ス・腸管出血性大腸菌感染症

（026.0104.111.0126.0145.0157）三種
病状により医師が感染の恐れがないと認めるまで

そ
の
他
の
伝
染
病
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◎ 感染症一覧 

※1 医師による『保育園に通園しても差し支えない』との判断を受けてからの登園となります（登園許可証は不要です） 

★印の疾患はお子様が「お休み」することで園内の感染拡大防止効果が認められる疾患 

●印の疾患はお子様の療養上の効果を重視して、登園基準を満たすことが望ましい疾患 



 

 

9.  嘱託医 

当施設は、提携する医療機関にお子様が急に発熱した場合や、ケガを負った場合にお連れする事と

しております。 

【医療機関】 西葛西わんぱくクリニック  

【所在地】 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西３－１５－１３ 

    第一江の本ビル２階 

     TEL ０３-５６７９‐７６８１  

【地図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＊健康診断の時間帯：火曜・水曜・金曜 15：00-16：00 

  ＊ご予約の上、母子手帳、保険証、医療証、健康診断書をお持ち下さい。   

               

10. 緊急時の対処方法 

保育中にお子様の体調に変化等があった場合は、予め保護者が指定した緊急連絡先へ連絡をし、提

携する医療機関又は救急隊へ連絡をとるなど、お子様の身体の安全を 優先させ必要な処置をとら

せて頂きます。 

 

【救急隊】 管轄消防署名：葛西消防署  

        江戸川区中葛西1丁目29番1号 

         TEL：03-3689-0119  

【警察署】 管轄警察署名：葛西警察署 

        江戸川区東葛西6丁目39番1号 

        TEL：03-3687-0110   
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◎ 非常災害の時 

17 

★広域避難場所：都立宇喜田公園 

 

地図： 

 

1. 早急にお迎えを 

 

①台風や大地震のときなど連絡がとれない場合もありますので、状況を判断しなるべく早くお迎えに

来て下さい。携帯電話をお持ちの方には連絡させて頂く場合もあります。 

②地震警戒宣言が登園前に発令された場合は登園をお控え下さい。又登園後に発令された場合ば、な

るべく早いお迎えをお願い致します。 

③園の電話連絡は混乱が予想されますまで、必要 低限にお願い致します。 

 

2. お子様の引渡し 

 

①お子様のお引き取り時は、必ず名簿にご署名をお願い致します。 

②すぐお迎えに来られない方は、予め代わりの方を決めて頂き、園へ事前にお知らせ下さい。その

際、身分証明書を提示して頂く場合があります。 

③お引渡しの場所はできる限り園で行いますが、状況次第で避難場所となります。 

④その際のお引渡し場所の詳細は園の掲示にてお知らせ致します。 
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3. 災害用伝言ダイヤル 

 

地震等の大きな災害が発生したとき、安否の確認などの問い合わせの電話が増加し、電話が繋がら

ない事があります。  

この災害用伝言ダイヤルは被災地内の電話番号をメールボックスとして情報を音声により、伝達す

るボイスメールになります。 

  

このシステムが使用出来るのは震度６弱以上の地震発生時には、その事実を知ってから概ね３０分

を目処にご利用出来るようになります。 

  

震度５強以下の地震ならびにその他の災害発生時には、電話の通信状況などを勘案し、被災地を所

掌するNTT東日本または西日本が提供の判断を行います。 

  

なお、災害用伝言ダイヤルを起動したときには、TV、ラジオ、NTT東日本のホームページを通じお

知らせ致します。  

 

 

例： 震度５強の地震発生 

   ↓ 

  １７１をダイヤル 

   ↓ 

  〔ガイダンス〕再生される方は「２」 

   ↓ 

  保育園の電話番号を入力すると伝言を聞くことができます。 

 

  ※避難が完了した時点で、保育士が災害用伝言ダイヤルに伝言を録音します。 

   

 



 

 

台風等に伴う水害時の園児の安全確保について 
⼤規模水害の恐れがある場合、本園では江⼾川区の⽅針に基づき、下記の対応をいたします。 

 
1. 登園時 
江⼾川区の情報並びに気象庁の予報により、午前 6 時の時点で江⼾川区に下記のように警報が出ている場
合は、原則休園とします。 

 A  江⼾川区からの情報により判断   

(ア) 自主的広域避難情報（広域避難の呼びかけ）・・・・・・・・氾濫発生 48 時間前 
(イ) 広域避難勧告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・氾濫発生 24 時間前 
(ウ) 域内垂直避難指示（緊急）・・・・・・・・・・・・・・・・氾濫発生 9 時間前 

 B  気象庁の予報により判断 

(エ) 「暴風特別警報」または「⼤雨特別警報」が発表された場合 
(オ) 「暴風警報」かつ「⼤雨警報」が同時に出ている場合 

 
※この場合、コドモンのお知らせ⼀⻫配信にてお知らせをいたします。ご登録のメールアドレスに

も届きますが、必ずコドモンアプリにてご確認、既読にしてください。 
 
【江⼾川区防災情報】 江⼾川区 HP https://www.city.edogawa.tokyo.jp/index.html  
【気象庁防災情報】 気象庁 HP http://www.jma.go.jp/jp/warn/319_table.html 
 

2. 登園後 

登園後、 A もしくは B が出た場合は、園へのお迎えをできるだけ早めにお願いします。 

 
※この場合、コドモンのお知らせ⼀⻫配信にてお知らせをいたします。ご登録のメールアドレスに

も届きますが、必ずコドモンアプリにてご確認、既読にしてください。 
※非常変災時は、アクセス集中のため、配信や更新が⼤幅に遅れる可能性があります。原則上記の

対応となりますので、電話での問い合わせはお控えください。 
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※鉄道の計画運休：区内を走る鉄道が計画運休を行う場合、その時点から休園することを基     

本とします。  



 

 

◎ 安全管理 

1. 個人情報 

①当社は、保育を提供する上で取得したお子様、保護者及びその家族の個人情報を法令の定めによる

場合、司法機関・行政機関の命令による場合（厚生労働省の保育所保育指針に基づき5歳児の「保

育所児童保育要録」を就学先の小学校へ送付することを含む）、第三者サービス評価の実施等の正

当な理由がある場合を除き、本人又は保護者の事前の同意を得ることなく第三者に漏らしません。

この守秘義務は、保育終了後も同様と致します。ただし、次の事項については、本人又は保護者に

予め同意を頂いたものと致します。 

・保育サービスの質の向上を目的として、保育中のお子様の様子をビデオ・写真撮影し、当社の研

修、研究活動、学会での発表に使用することがあります。 

・お子様の発達状況の確認を目的として、保育中のお子様の様子をビデオ・写真撮影し、お子様の観

察記録を作成し、保護者への報告に使用することがあります。 

・当社が保育及び行事中のお子様の様子を自ら又は第三者に委託して撮影した写真を、保護者に対し

て販売することがあります。 

・保育の必要上、お子様の名前の掲示や写真の展示を行う場合がある他、当社の発行する保護者向け

紙媒体（おたより等）にお子様の名前及び写真を掲載することがあります。 

②お子様の保護者または家族が撮影した写真、ビデオ画像等の映像（「写真等」という）または保護

者が当社から頒布された写真等は、プライベートのみで利用し、当社及び写真等に写っている方に

無断で第三者に公開することはお控え下さい。保護者は写真等を厳重に管理するものとし、万が

一、第三者からプライバシー、肖像権などの権利侵害の主張があったときは、自己の責任において

解決し、当社に迷惑を掛けないものと致します。 

③名簿の悪用を防ぐ為、園では、園児の名簿、連絡網を配布しておりません。緊急連絡は、園から直

接ご家庭に連絡致します。 

 

2. 保育内容に関する相談・苦情 

 ラヴィ西葛西二丁目保育園 相談・苦情担当 

 相談・苦情受付担当者氏名 株式会社ラヴィ 青谷 始  電話番号 03-5826-8666 

 利用方法 面接・文書・電話などの方法で苦情を受け付け致します。 

 

3. 保険の適用 

当園ご利用中、弊社の責任に帰すべき事由によりお子様に損害を与えた場合、賠償責任保険、傷害保

険から加入限度内で保険金が支払われます。尚、不可抗力による事故の場合、保険金が支払われない

場合もあります。＊ご希望の方は、賠償責任保険加入証の閲覧ができます。（対人補償 1事故1名1

億円） 

 

 

 

 

 

＊スマートフォン、携帯電話にご登録してください。 

◎ 緊急連絡先 
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ラヴィ西葛西二丁目保育園 電話/ファックス番号 03-6240-5507 

株式会社ラヴィ 保育園事業本部 フリーダイヤル 0120-109-234 

株式会社ラヴィ 保育園事業本部 ファックス番号 03-5826-8676 

株式会社ラヴィ 保育園事業本部 電話番号 03-5826-8666 

ラヴィ西葛西二丁目保育園 園長 携帯 青谷始 090-3337-6932 



 

 

◎ コドモンの利用について 

1. 登降園の管理 

入園時にお渡しいたしますICカードにて、登降園の時間の管理をいたします。 

 

2. 一斉メール 

大切なお知らせをお送りすることがあります。必ず、別でご案内差し上げますコドモン保護者アプリ

をインストールし、ご登録をお願いいたします。一斉メールは、コドモンにご登録いただいておりま

すメールアドレスにも送信いたしますが、必ず園からの連絡があった際は、アプリにてご確認くださ

い（園より皆様の既読の確認ができます）。24時間経過後も既読の確認ができない場合には、直接お

電話を差し上げ確認させていただきます。 

 

 

3. 写真販売 

お子様の園でのご様子をご覧いただけます。写真のご購入やデータのダウンロードも行っていただけ

ます。 

 

 

※欠席等のご連絡は、お子様の具合等をお聞かせいただきたく、ご面倒ですが電話での連絡をお願いいた

します。  

◎ 朝のお仕度について 

 

☆ お着替え１セット(肌着、シャツ、ズボン)をオムツの中に入れ名前のあるところに入れる。 

   ※布パンツでお昼寝するお子様は中に入れずに重ねて入れてください。 

☆ エプロン３枚、口拭きタオル３枚を名前のあるところに入れる。 

☆ 汚れ物用のビニール袋をフックにかける。 

☆ 手洗いをする。 

☆ ノートを職員に手渡す。 

 

※月曜日はシーツとお昼寝用のタオルケットも手渡してください。 



 

 

◎ 新型コロナウイルス感染症に関する対応方針について  

 

 【感染・濃厚接触者への対応】 

 

園児・職員から感染者が出た場合  … 保育園を当面の間臨時休園 

規模及び期間については、江戸川区の関係部

署と保健所と十分協議し決定する。 

※当面の間とは、状況確認の間（濃厚接触者

の特定・消毒等）とする。 

  

園児が濃厚接触者となった場合  … 感染者と 後に接触した日から起算して原

則2週間は登園を停止 

 

職員が濃厚接触者となった場合  … 感染者と 後に接触した日から起算して原

則2週間は自宅待機等による対応 

 

【園行事等について】 

 園行事については、感染拡大防止の観点から、感染の広がりや園の状況等を踏まえ、

開催の可否を判断します。 

 

【感染・濃厚接触が判明した場合の連絡方法】 

 速やかに園にご連絡ください。不在時は、園長まで直接ご連絡ください。 

園 電話：03-6240-5507   園長 青谷始 携帯電話：090-3337-6932 



 

 

休園届  
  

提出日：西暦    年    月    日 

ラヴィ西葛西二丁目保育園 園長宛 

   

別途定める規約に基づき、休園を申し込みます。 

 規約 第 1 章 月極保育  

第 10 条（休園 - 長期間お休みするとき） 

1. １ケ月以上休園を希望される場合は、その月の前月 15 日までに当園

指定の書面にて届け出て下さい。その月の給食費・光熱費が免除と

なります。月極保育料は免除にはなりません（月の途中からは不

可）。 

2. 保育園を欠席できるのは、年度内に２ヶ月までです。期間経過後、

登園されない場合は退園となります。 

 

 

 園児名                    

 

保護者名                     印 

 

住所                 

 〒 

  

 休園期間 西暦    年  月  日 ～ 西暦    年  月  日 

      

休園中の連絡先について  
（連絡を取ることができる住所、電話番号をご記入ください。） 

住所   〒  

  

電話番号   自宅  

携帯  

  

※退園を希望される場合は、退園予定月の前月 15 日までまでに退園届をご提出

ください。 

添付書類-1 



 

 



 

 

退園届  
  

提出日：西暦      年    月    日 

ラヴィ西葛西二丁目保育園 園長宛 

   

別途定める規約に基づき、退園を申し込みます。 

 規約 第 1 章 月極保育  

第 9 条（退園） 

1. 退園を希望される場合は、退園予定月の前月 15 日までに当園指定の

書面にて届け出て下さい（例：3月 31 日に退園希望の場合は、2 月 15

日までに「退園届」をご提出ください）。月途中の退園であっても一月

分の保育料がかかります。期日を退園予定月の前月 16 日以降に届出を

された場合には、次月の退園扱いとさせて頂き、次月分の月額保育料を

頂きます。 

 

この度、                  の為、西暦      年     月     日を

以って退園致したくお届けいたします。  

   

 

 園児氏名                        

  

 

保護者氏名                     印 

 

住所                 

 〒 

  

   

退園後の連絡先について （変更がある場合はご記入ください。） 

新住所   〒  

  

電話番号   自宅または携帯  

 

添付書類-2 



 

 



 

 

登 園 許 可 書 

児 童 名               

   月   日より登園を許可します 

備考 

年    月    日  

医療機関名 

医 師 名      ?  

＊診断名に〇をお願いします。 

 病名 登園のめやす  病名 登園のめやす 

 インフルエンザ 

発症した後５日間を経過し、

かつ、解熱した後３日を経過

するまで 

 流行性角結膜炎 
結膜炎の症状が消失して 

から 

 百日咳 

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 

 急性出血性結膜炎 
医師が感染の恐れがない

と判断してから 

 麻疹（はしか） 
解熱した後３日を経過する 

まで 
 溶連菌感染症 

解熱し抗菌剤内服後１日

を経過していること 

 
流行性耳下腺炎 

（おたふくかぜ） 

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の 

腫脹が発現した後５日を経過

しかつ全身状態が良好になる

まで 

 
マイコプラズマ 

肺炎 

発熱や激しい咳がおさま

っていること 

 風疹（三日はしか） 発しんが消失するまで  ウイルス性肝炎 肝機能が正常であること 

 
水痘（水ぼうそう） 

帯状疱疹 

すべての発しんが痂皮化 す

るまで 
 

感染性胃腸炎 

ノロウイルス  

ロタウイルス  

アデノウイルス等 

嘔吐下痢等の症状が治ま

り普段の食事が摂れるこ

と 

 
咽頭結膜熱  

（プール熱） 

主な症状が消失して ２日を

経過するまで 
 

細気管支炎  

（RSウイルス感染症等） 

重篤な呼吸器症状が消失

し全身状態が良いこと 

 結核 
感染の恐れがなくなったと 

認められるまで 
 髄膜炎菌性髄膜炎 

病状により、医師が感染の

恐れがないと認めるまで 

 

腸管出血性 大腸

菌感染症  

（O-157等） 

医師が感染の恐れがないと 

判断してから 
 その他  

上記の児童について登園許可をお願いいたします。 

添付書類-3 



 

 



 

 

添付書類-4 

                         書類No. 

振込依頼書 

                                 

                         

ラヴィ⻄葛⻄⼆丁目保育園 殿                       

                                 

 

下記の如く、 
 

保証⾦(相殺分) 
 

の口座振込をお願いいたします。 
     

                                 

                                 

 なお、振込希望⾦融機関は以下の通りです。                

                                 

                                                                  

                    口座種目  （普通・当座）     

        銀⾏           口座番号     

        信⽤⾦庫 支店番号        フリガナ     

        信⽤組合         

名義   
  

              農協             支店    

                                                                  

                                 

                                 

⻄暦     年   月   日                    

                                 

 住所  電話番号 

 フリガナ           

 氏名 印           



 

 


