
 

Picoナーサリ和田堀公園 重要事項説明書 

 

                                         ＜令和 ３年 ４月 １日 現在＞ 

 

１  事業者 

事業者の名称 社会福祉法人 風の森 

代表者氏名 理事長 野上 宏 

法人の所在地 東京都杉並区久我山３丁目３７番２４号 

法人の電話番号 ０３－５９４１－３０２０ 

定款の目的に定めた事業 第２種社会福祉事業 保育所の経営 

 

２  事業の目的 

児童福祉法に基づいて、乳児及び幼児の保育事業を行うこと。 

 

３ 運営目標 

１） 自然とのかかわりの中、安全、安心を維持する環境整備に努め、心身ともに健康な子どもの

発育を目指す。 

２） 子育て家族との密なコミュニケーションを通じ、信頼関係を強固に構築すると共に、地域との

良好な関係を維持する。 

３） 自己実現と人を思いやれる情緒豊かな子どもの教育を目指す。 

 

４  保育所の概要 

名称 Picoナーサリ和田堀公園 

所在地 東京都杉並区大宮１丁目２０番２２号 

電話番号  ０３－５９１３－９８８８   FAX ０３－５９１３－９８８９ 

法人創立年月日 平成２５年 ８月 ２０日 

施設長（園長）氏名 伊藤優里 

入所定員（年齢別） １２０名 （０歳児・・・１２名、１歳児・・・１８名、２歳児・・・２１名） 

      （３歳児・・・２３名、４歳児・・・２３名、５歳児・・・２３名） 

職員数 ３６名 （常勤職員：３１名、非常勤：４名、嘱託医：１名） 

保育事業の種類 乳幼児保育 

職員への研修の実施

状況  

職種、経験に基づき各自の仕事のレベルを高めるために全ての職

員に実施 

嘱託医 小児科医： 粂川 好男 医師 

杉並区和泉４丁目５１番１４号 エクセレント和泉２Ｆ 

０３-３３１７－７７０１ 

 

 

 

 



 

５ 開所日・開所時間及び休所日 

開所日 月曜日から土曜日まで 

開所時間 午前７時３０分から午後６時３０分（延長保育午後７時３０分）まで 

休所日 日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日） 

 

６ 施設の概要 

敷地 面積  １，２５０．６０ ㎡ 

建物 木造 ２階建て 延べ床面積 ８８２．１４㎡ 

施設の内容 ・乳児室・ほふく室 ２室 面積 １２２．７５ ㎡ 調理室３５．７１㎡、保育室・

遊戯室  ３６７．２６㎡ 調乳室２．３９ ㎡、乳幼児用トイレ ４箇所  

設備の種類 冷暖房 

保険 施設賠償責任保険加入 

 

７ 職員体制 

職 名  人数 

施設長（園長）  １名 

主任・副主任 ２名 

保育士 ２１名 

保育補助 ４名 

栄養士・調理師 5名 

看護師 １名 

嘱託医 １名 

事務 1名 

                 計3６名 

８ 年間行事予定   

 ♦印：保護者参加行事  

月   行 事 内 容 

４月 ♦入園式 ♦慣れ保育 

５月 安心して過ごせる保育園への馴染み 

６月 健康診断 ♦保育参加 ♦保護者会 

７月･８月 プール、七夕会  

９月 秋の収穫の実感（お芋ほり） 

１０月 ♦運動会  

１１月 引き取り訓練 

１２月 クリスマス会 ♦保育参加 ♦保護者会 

１月 お正月遊びを楽しむ ♦生活発表会 

２月 豆まき   

３月 ひな祭り ♦卒園式 

◎毎月の行事： ①身体測定・園医健診（２回）、②避難訓練、③誕生会 

◎個人面談は随時受け付け。 



９ 給食について 

当園の給食の方針 保育園の給食は、全ての活動の源となる大切なものと認識し、安全で

おいしい給食を目指しております。天然素材のダシを使い、和食を中

心とした献立を取り入れています。 

昼食・おやつ 保護者の方へは、毎月月末に翌月の献立表をお配りします。 

アレルギー等への

対応 

アレルギーが疑われる場合、医師の診断書（又は指示書）を保育園に

提出してください。個別にご相談の上、診断書（又は指示書）に基づき

当園で除去可能な物は除去食・代替食で対応致します。 

衛生管理等 １）集団給食施設届出を高円寺保健センターへ届出。 

２）調理員及び乳児担当職員は、毎月検便を行っています。 

３）電解水発生装置を設置し、食材の洗浄、器具の殺菌・洗浄に用い

ています。 

 

１０ 入園時に必要な書類等 

（１）住居を確認するもの。 

（２）保護者の連絡先を明示するもの。 

（３）児童の体調を確認するもの。（病歴、予防接種の記録、アレルギー等） 

（４）児童の嗜好や生活習慣を知るもの。 

※（２）から（４）は、生活調査表に記入して頂きます。 

 

１１ 保護者と保育園の連絡について 

（１） 本園では、お子様が毎日健康で元気に過ごすためには、保護者と保育園が十分にコミュニ

ケーションを取り、協力し合うことが大切であると考えております。保育園での状況やご家庭で

の状況を相互連絡し合うために、連絡帳やkidslyを活用します。 

体温、体調、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

のご家庭での様子もできるだけ詳しくお知らせいただきます。 

（２）毎月１回、園だより及び「クラスだより」を発行します。行事や連絡事項、注意事項などをお知

らせします。 

 

１２  健康診断について 

対象： 

全園児 

年２回、嘱託医が健診します。健診の結果についてはkidslyに記録しご家庭に

お知らせします。 

零歳児は毎月１回、嘱託医が健診します。健診の結果についてはkidslyに記

録しご家庭にお知らせします。 

毎月１回、身長・体重の測定を行います。結果については、児童票（日々の成

長記録）に記録し、kidslyでご家庭にお知らせします。 

その他 お子様の日頃の様子でご心配なことがありましたら、保育園にご相談下さい。 

 

 

 

 



１３ 保育所のご利用に際し、留意していただくこと 

登園時間 登園は９時２０分までにお願いします。９時３０分頃よりクラス活動が始まりま

す。 

欠席する場

合、又は登

園の時間が

遅れる場合 

当日に欠席の連絡、又は登園が遅れることを連絡する場合、kidslyにて８時半

までにご連絡下さい。 

感染症を含め体調不良で欠席する場合は、コメント欄に欠席理由と「体温」

「診断名」を添えてお知らせ下さい。 

お迎えが遅

れる場合 

原則として、１８時３０分までのお迎えをお願いしますが、緊急の場合で、 

お迎えが遅れる時には、必ず１８時２０分までに電話連絡をお願いします 

毎朝の検

温、体調の

確認 

お子様の体調を知るために、登園前に、必ずご家庭で検温をお願いします。

発熱の有無に加え①機嫌の善し悪し ②食欲の有無 ③発熱の有無 ④排便

の状態など、いつものお子様と様子が異なっていないか確認してください。 

⑤登園時にも、保育室への入室前に保護者によって検温して頂き、その結果

を口頭にて受入れ保育士にお伝えください。（0歳・1歳児のみ） 

感染症につ

いて 

：麻疹（はしか）・水痘（水ぼうそう）・流行性耳下線炎（おたふくかぜ）・インフル

エンザ等学校保健法で指定の感染症にかかった場合は、登園停止期間を経

過してから、医師に登園許可証を記入してもらい登園してください。 

発熱のある

場合 

熱が37.5℃以上ある場合、登園を控えてください。また、登園後、37.5℃を超え

た場合、お迎えの連絡をさせて頂きます。 

与薬につい

て 

医療行為にあたるため、原則として与薬は行いません。ただし、どうしても必

要な場合、医師の処方を受けた薬に限りお預かりし看護師が与薬します。 

（またその際、看護師が不在の場合についての対応に関しても、事前に医師

にその指示を仰ぎ実施します。） 

その場合、投薬指示書を書いていただきます。 

 

１４ 賠償責任保険の加入 

施設・施設業務 １事故  １００,０００,０００円／事故、 １，０００，０００，０００円／年 

生産物（給食） １事故 １００,０００,０００円／事故、 ３００,０００,０００円／年 

＊三井住友海上火災保険 

 

１５  緊急時の園児容態の変化対応について 

（１）保育中に容態の変化などがあった場合、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先へ連絡をし、

嘱託医又は主治医に連絡を取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は、乳幼児の身体の安全を最優先させ、当園が責任を持って、

しかるべき対処を行いますので、あらかじめご了承下さい。 

 

【嘱託医】 小児科医： 粂川 好男 医師 

杉並区和泉４丁目５１番１４号 エクセレント和泉２Ｆ 

０３－３３１７－７７０１ 

 

 



１６ 非常災害時の対策・防犯対策 

防火管理者 伊藤 優里 

避難訓練 火災および地震を想定した訓練を月１回実施し

ます。 

防災設備 自動火災探知機（セキュリティー管理会社による

２４時間監視）、誘導灯 

防犯設備 セキュリティーカメラ・正門電気錠、防犯カメラ 

避難場所 第１避難場所： 大宮夕日が丘広場 

第2避難場所：都立和田堀公園 ワンパク広場 

第3避難場所：済美山運動場 

 

１７ 保育内容に関するご相談・ご意見・ご要望・苦情 

（１）本保育園の相談・苦情対応 

・相談・苦情受付担当者 伊藤 優里 （施設長）  

           電話：０３－５９１３－９８８８ 

・相談・苦情解決責任者 野上  宏  （理事長）  

           電話：０３－３３３３－４１２４  

・受付方法： 面接・文書・電話などの方法で相談・苦情を受付けます。 

（２）園への苦情申出後14日間何ら回答がない場合は、第三者委員に申し出ることができます。 

・苦情対応第三者委員長  社会福祉法人風の森 監事・福原 弘弁護士  

東京都港区虎ノ門１丁目１番２３号 虎ノ門カレッジ法律事務所 

電話：０３－３５９７－５７５５ 

    ・苦情対応第三者委員   犬飼英守  長谷圭二 

（３）保育園以外に、区の相談・苦情受付窓口があります。 

・杉並区 保育課  

杉並区阿佐谷南１－１５－１  

電話：０３－３３１２－２１１１（代表）   

                       

１８ 虐待等の防止のための措置  

利用する子どもの人権の擁護と虐待の防止を図るため、責任者を設置する等 の必要な体制

の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとします。 

 

１９ 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及び金額  

（1） 保育に係る利用者負担額（保育料）支給認定を受けた市区町村に対し、杉並区が定める

保育料をお支払いいただきます。  

（2） その他保育等の提供に要する実費徴収額等 （1）に掲げる保育料のほか、別表に掲げる

費用を御負担いただきます。  

 

２０ その他の利用にあたっての留意事項 

・ 車の駐車場はございませんので車での送迎は御遠慮ください。 

・ 他の利用者に対する一切の宗教活動、政治活動及び営利活動はお止め下さい。 



別表 

 

受領する費用の種類 支払いを求める理由 金額 

延長保育料 延長保育に要する費用の一部

をご負担いただくもの 

保育料決定通知書に記載さ 

れている階層により決定。 ス

ポット保育については、１回（１

時間）につき５００円 

遠足代 遠足の際、入場料等保護者に

実費でご負担いただくもの  

場所により変動 

卒園アルバム代 卒園アルバム制作に要する費

用をご負担いただくもの 

年度により変動 

 


