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１ 

 

キッズルームこっこ保育園概要 

 

 

住 所 １８３－００１５ 

 東京都府中市清水が丘３－２１－２５ 

 

電 話 ０４２－３６５－５４６６ 

 

園 舎 ＲＣ構造   ３階建 

 延べ床面積  ４３９．２９㎡ 

 

 ２階フロア  乳児（０・１・２歳児）クラス 

                幼児（３歳）クラス 

 病後児室・事務室（保健室兼ねる） 

 

 ３階フロア  幼児（４・５歳児）クラス 

 子育て支援室（あおむしひろば） 

 

指定公園 常久公園 

 

園 長 石見智子 

 

嘱 託 医 正田整形外科・内科   正田達夫 

 

嘱託歯科医 佐藤歯科  佐藤吉夫 

 

第三者相談窓口 太田陽子  須藤文恵  

 

定 員 ０歳（いちご組）    ４名 

 １歳（ばなな組）   １０名 

 ２歳（ぶどう組）   １０名 

 ３歳（もも組）    1５名 

 ４歳（すみれ組）   1５名 

 ５歳（ひまわり組）  1５名 

 合計         ６９名 
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１．保育の目標 

 キッズルームこっこ保育園では個々の発達に応じた生活力を身につけること、少人数での保

育環境により心身ともに安定した成長すること、「できた」の気持ち（達成感）を感じることを

目指した保育を行っています。ご家庭と充分に連絡をとりあいながらよりよい保育を行う努力

をしてまいります。 

 また、感染症拡大防止対策も十分に行いながら、お子様に様々な経験を楽しむことができる

よう考えてまいります。 

 

年齢別保育目標 

 

０歳クラス 生活リズムを知り個々にあわせ、できるだけゆったりとした雰囲気の中で過ごし

ます。 

      保育士とのゆったりとしたふれあい遊びを通じ心地よい気持ちを育みます。 

 

１歳クラス ゆったりとした雰囲気の中で個々のペースにあった環境をつくります。 

      お友達や保育士がそばにいる楽しさや安心を肌で感じます。 

 

２歳クラス やりたいことやできることにじっくり取り組む中｢できた｣の経験を増やし、自信

につなげます。 

      お友達と一緒の楽しさに気づきます。 

      排泄や着脱など生活習慣の練習をします。 

 

３歳クラス お友達との遊びや生活の関わりの中で｢楽しい｣経験を増やします。 

      自分の気持ちとともにお友達の｢思い｣も考えてみます。 

      排泄や着脱など生活習慣を身につけます。 

 

４歳クラス お友達との遊びや生活の関わりの中で力を合わせる満足感を育み、自信につなげ

ます。 

友達関係の深まりの中で自分を積極的に表現し、お友達の思いを受け止める経験

をします。 

排泄や着脱、身の回りの片付けなど生活習慣を確立します。 

 

５歳クラス いろいろな事への興味関心を高め積極的に関わります。 

      異年齢児と活動を共にすることで思いやりの気持ちを育みます。 

      就学にむけて、心身の成長を育みます。 

 

一人一人のお子様の成長は個性でもあり個人差があります。 

ご家庭と充分に連絡をとりながらお子様と関わっていきたいと思っています。よりよい保育を行っ

ていくために次のことにご協力をお願いいたします。 
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２．保育時間 

 （１）通常保育 

  午前８時３０分から午後４時まで 

  ☆朝は９時までに登園できるようにしてください。９時からクラス活動が始まります。 

欠席の場合は９時までにご連絡ください。 

 （２）開園時間 

  午前７時から午後８時まで 

 （３）早朝・夕方保育 

  早朝 午前７時から８時３０分まで 

  夕方 午後４時から６時まで 

 （４）延長保育 

・短時間保育認定 （午前７時から午前 8 時 30 分） 

         （午後 4 時 30 分から午後 8 時まで） 

          ※別途有料（月極はありません） 

 

・標準時間保育認定（午後 6 時から午後８時まで） ＜別途有料＞ 

 月極・1 時間 月極・2 時間 スポット・1 時間 

0・1・2 歳児 5000 円 10000 円 500 円 

3・4・5 歳児 4000 円 8000 円 400 円 

 

  ☆早朝・夕方保育、延長保育については保護者の就業時間、通勤時間等を考慮し、相談さ

せていただきます。 

  ☆スポットは月末に集計とし、次月に現金にてお支払いただきます。 

 

 

３.休園日 

 （１）日曜日 

 （２）国の祝日に関する法律に規定する休日 

 （３）年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 （４）特別保育事業等の実施にあたって、必要に応じ休園日を変更 

 

 

４．保護者の参加行事  感染症拡大防止のため、縮小・中止になる場合があります。 

 （１）保育参観・懇談会 全クラス対象、年２回程度 

 （２）納涼会      夏に行う夕涼み会です。 

 （３）運動会      3 歳児以上対象。運動遊びの発表をします。 

 （４）生活発表会    ２歳児以上対象。日頃の保育の中での様子を発表する予定です。 

 （５）卒園式      ５歳児対象 

 （６）お別れ遠足    5 歳児対象 3 月下旬 
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５．給食 

 （１）給食はお子様の発達段階にあわせて栄養のバランス・季節・行事等を考慮にいれながら、

完全給食を実施しています。給食内容は毎月の献立表でお知らせします。 

 （２）食物アレルギーをお持ちのお子様の給食に関しましては医師の指示書を持参していただき

給食担当が相談をさせていただきます。 

 （３）毎日の給食サンプルはホームページに掲載する予定です。 

 （４）病後児室をご利用の場合は状態に合わせた食形態に変更となります。 

（５）３歳児クラス以上の園児の副食費 

    月額４５００円を前月までにお支払いいただきます(現金による集金)。 

    ※ただし、年収３６０万未満相当世帯や第３子以降の園児については、副食費のお支払い

は免除になります。 

 

 

６．非常災害時及び対策 

 （１）非常事態が発生したときは、すみやかにお子様を引き取りにきていただきます。 

 （２）登園前に警戒宣言が発令された場合は、解除されるまで保育は行えません。自宅待機とな

ります。 

 （３）毎月、火災、地震、不審者を想定し訓練を行います。 

 （４）年１回、総合防災訓練（引き取り訓練）を行います。 

 （５）地域の広域避難場所は、次の２ヶ所です。 ①白糸台文化センター 

  ②府中市立第４小学校 

 （６）園舎は平成 21 年築関東地方直下型の地震の際、弱亀裂程度を想定しての建築となってお

ります。伝言ダイヤルに園からの連絡がない場合は園内で安全を確保しております。すみや

かなお迎えをお願いいたします。 

  （7）災害対策マニュアルを別配布しております。 

  

 

７.住所・勤務先の変更 

住所・勤務先・緊急連絡先・ご家庭の状況等に変更があったときは早めに状況の変更をお知ら

せください。必要な書類等をお渡しします。 

 

 

８.保育料 

 （１）乳児クラスの月々の保育料は前年度分の所得税額や当該年度分の市民税所得額に応じて決

められています。納入は預金口座振替制度をご利用いただきます。 

    幼児クラスの保育料は無償となります。 

 （２）延長保育料は月単位または１日単位です。１日単位の延長保育は月末集計をさせていただ 

きます。 
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９．保育園とご家庭との連絡 

 

 （１）お子様の日々の健康状態など、変化がある場合は職員へお声かけください。また朝お忙し

いとは思いますが、「体調はいかがですか？」の声をかけさせていただいています。 

ご家庭の方と直接話をして、より密に連絡をとりたいと考えています。 

 （２）感染症拡大防止のため、玄関前で検温後の受け入れとなります。ご自宅でオムツ交換後、

登園をお願いします。 

 （３）保健のしおりは卒園まで使用します。内容を確認し保管してください。 

 （４）園内の掲示板は忘れずにご覧下さい。 

 （５）お子様の生活リズムを整え一日を元気に過ごせるように、朝は朝食をご家庭でとり、９時

までに登園してください。通院やその他ご都合で９時を過ぎての登園があらかじめわかっ

ている場合は事前にお知らせください。 

 （６）帰りの時間やお迎えの方が異なる場合は連絡帳に記入していただき、登園時に「迎えは、

○○時△△が来ます」とお伝えください。連絡がなく記載されている方と違う場合は、確

認ができるまでお子様をお返しできない場合があります。 

 （７）お迎え予定時刻より 20 分以上遅くなる場合や 18 時を過ぎる際には、ご連絡ください。 

 （８）駐車場は原則使用できません。自転車・徒歩等での送迎のご協力をお願い致します。送迎

時は危険のないように気を付けてください。ベビーカーをご利用の方はお知らせください。 

   ※ベビーカー置き場の使用は低年齢のクラスを優先とさせていただきます。 

 

１０．お願い 

 （１）様々な理由で各ご家庭に保育園を利用していただいておりますが、原則として保護者の方

がお仕事等をお休みの場合はお子様も保育をお休みいただきます。 

 （２）シフト制で勤務されている保護者の方には、毎月シフトの提出をお願いしています。 

 （３）在宅ワークの日は勤務時間と自宅からの送迎時間が保育時間となります。 

 （４）当園は住宅街に地位する保育園です。朝・夕の送迎時、静かにかつ速やかに登降園をして

ください。また道路への飛び出しには充分注意をして下さい。 

 （５）土曜日保育は原則として土曜日保育の申請をして頂いているお子様対象の保育です。緊急

的な利用が必要な場合はご相談ください。 

 

１１．第三者相談窓口 

 保育園には直接伝えにくい苦情・悩みの相談窓口があります。 

 時 間 平日 午前 10 時～午後 4 時 

 相談員 太田陽子相談員  042-361-1994 

須藤文恵相談員  042-363-7165 

       

  

 園での苦情・悩み等の相談をお聞きしています。 
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１２．一日のながれ 

 

時 間 ０歳児クラス １・２歳児クラス ３歳以上クラス 

午前    

７：００～ 

８：３０ 

早朝保育 早朝保育 早朝保育 

９：００ あそび クラス別保育（朝の会等） クラス別保育（朝の会等） 

９：３０ 散歩等 おやつ あそび（戸外・リトミック等） 

１０：００  あそび（戸外・リトミック等）  

１０：３０ 離乳食   

１１：００ あそび 給食  

１１：３０   給食 

１２：００ 睡眠 午睡準備  

１２：３０  午睡 午睡準備 

１３：００   午睡 

    

１４：３０ 離乳食   

１５：００ あそび 起床 起床 

１５：３０ 外気浴等 おやつ おやつ 

１６：００ 

  ～ 

１８：００ 

夕方保育 

睡眠 

 

夕方保育 帰りの会・夕方保育 

 

延長保育 

時間    

１８：００～ 

２０：００ 

補食(満 1 歳～）

あそび 

補食 

あそび 

補食 

あそび 

 ☆病後児保育は嘱託医の対応が必要なため、午前８：００～午後６：００までとなります。 
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１３．持ち物 

 
０歳クラス １・2歳クラス ３・４・５歳クラス 

月曜に 

持ってくるもの 

午睡用大バスタオル(２枚) 

おねしょシーツ（１枚） 

       (予備 1 枚) 

午睡用大バスタオル（２枚） 

 

 

午睡用大バスタオル（２枚） 

冬季は毛布（ひざかけサイズ） 

上履き 

毎日ロッカーに 

入れておくもの 

下着（３枚） 

シャツ（３枚） 

ズボン（３枚） 

（ロンパース不可） 

靴下（３足） 

オムツ（８～１０枚） 

汚れ物を入れる袋 

（手つきビニール袋２枚） 

ガーゼ（５枚）（鼻拭き用） 

半袖下着（３枚） 

シャツ（３枚） 

ズボン（３枚） 

（ロンパース不可） 

靴下（２足） 

紙パンツ（８～１０枚） 

汚れ物を入れる袋 

（手つきビニール袋２枚） 

 

半袖下着 2 枚 

シャツ（2 枚） 

ズボン（2 枚） 

靴下（２足） 

パンツ（適量） 

汚れ物を入れる袋 

（手つきビニール袋２枚） 

 

沐浴・ 

シャワー用 

浴用タオル（１枚）（夏のみ） 浴用タオル（１枚）（夏のみ） 浴用タオル（１枚）（夏のみ） 

外あそび用品 帽子（使うようになったら） 

靴(使うようになったら） 

散歩ジャンバー（秋・冬のみ） 

帽子（園指定のもの） 

散歩ジャンバー（秋・冬のみ） 

帽子（園指定のもの） 

散歩ジャンバー（秋・冬のみ） 

毎日持ってくる

もの 

着替え一組(巾着に入れる) 

ふたつきマグ（１個） 

連絡帳 

汚れもの用エコバック 1 枚 

哺乳瓶（2～３本） 

(歯ブラシ・ループタオル) 

着替え一組(巾着に入れる) 

プラコップ（１個）・コップ袋 

連絡帳 

汚れもの用エコバック 1 枚 

(歯ブラシ・ループタオル) 

着替え一組(巾着に入れる) 

プラコップ（１個）・コップ袋 

連絡帳・水筒 

通園用リュック 

（各児にあったサイズ） 

汚れもの用エコバック 1 枚 

製作入れ用エコバック 1 枚 

(歯ブラシ・ループタオル) 

☆持ち物には、全てお名前を記入してください。（オムツ・ビニール袋にも） 

☆くつは、夏期でもサンダルはさけ、運動靴にしてください。 

☆保育園で使用できない衣類（遊具に引っかかるなど危険な場合があります） 

 ・フード付きの物、フック・チャックのあるズボン、裏起毛の上下 

・スカート付きのズボン、スカートタイプ(裾の長い)の T シャツ 

☆コップは毎日持ち帰り洗ってください。 

   歯ブラシ・ループタオルは感染症対策のため、現在使用を中止しています。 

再開時はまたお知らせします。 

☆年長児のみ、ハンカチ 1 枚をお持ち下さい。ハンカチはズボンのポケットに入れます。 

 詳細はクラスからお知らせをお渡しします。 

☆水遊び着・泥んこ遊び着の用意は、夏前にお知らせします。 

☆幼児クラスはエプロンと三角巾を使用することがあります。 

☆ご不明な点は担当までお問い合わせください。 

※衣類等が足りなくなった場合には園のものをお貸ししますが、 

下着（パンツ）のみ衛生面を考慮し買い取りとなっております。 

新品を使用しますので、次回新品のものをご返却ください。 
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年間行事予定 

 行 事 内 容 

毎月の行事 
健康診断（０歳児毎月、乳児年６回、幼児年３回）・身長体重測定・避難訓練・ 

４～５歳児爪チェック  季節の行事・お楽しみ会・誕生会（各クラスで実施） 

 ４月 １日～１０日頃まで 新入園児の慣らし保育 

 ５月 中 旬    春の遠足（３・４・５歳） 未 定 

 ６月 
下 旬     野菜の植付け 

下 旬    プール前健診 

 ７月 

１９日～    夏期保育 

中 旬～    プール 

中 旬      納涼会 未定 

 ８月 
随 時     夏野菜収穫 

下 旬     プールおさめ 

 ９月 ★   １日    引渡し訓練 

１０月 
★未 定      運動会  

下 旬～   秋の遠足（１歳～５歳）  

１１月 未 定    歯科検診 

１２月 

未 定     幼児手洗い指導・視力測定 

下 旬    餅つき 

２９日～  年末休み 

 １月 ～３日   年始休み 

 ２月 ★ 未 定   生活発表会  

 ３月 

★ １１日   卒園式（５歳） 

★未 定     お別れ親子遠足（５歳） 

 未 定     ０歳児遠足 

・★は、保護者参加行事となります。詳細は後日お知らせ致します。 

・行事内容および行事日程は会場等の都合により、変更する場合がございます。 

  ・日程未定の行事に関しましては、決定次第お知らせいたします。 

  ・参観、懇談会は感染状況等により実施を検討します。 

 


