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１ 保育目標  ～人間っていいな～ 

  ① お散歩や絵本の読み聞かせなどで、豊かな心を育てます。 

  ② 愛される安心 → 人が好き、そこから思いやりの心を育てます。 

  ③ 高齢者の方々との交流、遊具のある中庭遊びなど、 

たくさんの経験から明るい心を育てます。 

 

～ フラワー保育園って こんなところ ～ 

             定員１５名  

「小さな保育園」 

それがフラワー保育園の「大きな強み」です。 

 

私達は、いつも子ども達に寄り添い、見守り続けていきます。 

たくさんたくさん抱きしめます。 

「自分は大切な存在なんだ」と、自己肯定感のもてる子に育つよう 

接していきます。 

     そして、子ども達の成長を保護者の方々と喜び合いながら保育します。 

 

      いつもみんなが、フラワ―（花）のような笑顔があふれる保育園！ 

      そんな保育園を目指していきます。 

 

 



２ 企業主導型保育園とは 

   政府が平成 28 年度に新設した、「仕事・子育て両立支援事業（企業主導型保育事

業）プログラムに基づいて、多様な就労形態に対応できる保育サービスの拡大を行い、

保育所待機児童の解消を図り、仕事と子育てと両立に役立てることを目的として、開

始された事業です。 

 

・働き方に応じた多様で柔軟な保育サービスが提供できます。（延長、土曜保育、  

短時間、一時預かり、病児保育など） 

・複数の企業が共同で設置することができます。  

・他企業との共同利用や地域住民の子供の受け入れができるようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



 ３ 入園決定までの流れ 

① 入園希望は、随時受け付けています 

     願書は直接フラワー保育園でお渡しいたします。 

      

                  

 

   ② 願書提出 

     申し込みもフラワー保育園で受け付けています。 

     その際、子どもさんの面談も兼ねますので、親子でお越し下さい。 

 

 

 

   ③ 入園決定通知の郵送 

     入園決定後、持ち物等の説明をします。ご都合の良い日時をお知らせ下さい。 

     その際、子どもさんの保険証のコピーも一緒に持ってお越し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     〒505-0203 可児市下恵土 5607 

             フラワ―保育園 （0574-66-3110） 

       施設長 川人智津美     主任 礒部美紀 

 

地域枠をご利用の方は申し込み後、

お住まいの市町村で保育認定を受け

て頂きます。認定証が届きましたら

入園の手続きを行います。 



４ 運営内容 

 開園日時      月曜日から金曜日   午前７時３０分～午後７時３０分 

           土曜日        午前７時３０分～午後４時３０分 

 休園日       日曜日、祝日、年末年始（12/30～1/3） 

 利用形態      月極、一時利用、病児保育 

 利用対象者     当法人職員、当法人と契約している企業に雇用されている方 

 一般事業主に雇用されている地域の方 

 定員        １５名 （６ヶ月～年少入園前の３月まで） 

 利用料金      １か月 ３２，０００円 （利用者負担） 

 延長保育      午後６時３０分～午後７時３０分の１時間   

 延長保育料     ３０分あたり １５０円 

 

 一時預かり     1 時間以上から利用可能 

一時預かり保育料  １時間 ４００円 

           午後４時３０分以降 ６００円 

           以降 30 分毎 200 円 

 一時預かり給食費  １日 ２００円 

  〃   おやつ  １日 ５０円 

 

 欠席の場合     勤務のない日は、保育園を欠席していただいても大丈夫です。病気

やお出かけ等で保育園を欠席される時も、必ず保育園に連絡してい

ただきますようお願いします。 

 布団管理代     500 円／月 

 オムツ管理費    希望されるの方のみ、１ヶ月３００円で汚れたオムツを園で処分で

きます。希望されない方は、降園時にオムツを各自、持ち帰ってい

ただきます。 



５ 登園・降園について 

・ 送迎時は交通事故等に十分気をつけ、車の乗り降りでは子どもさんの手を離さないよ

うにしてください。 

・ チャイルドシートを着用させてください。 

・ 欠席、遅くなるときは、午前９時までに連絡してください。 

・ お迎えの予定時間が遅くなる場合は、早目に連絡してください。 

＊送迎は保護者の方が行ってください。迎えに来る方が、いつもと異なる場合は、必ず連

絡してください。 

 

６ 保護者への連絡等について 

・ 保護者の連絡先は、明確にしておいてください。出張、研修等で勤務先以外の場合は、

事前に連絡先を担任までお伝えください。園からの連絡は原則とて「緊急連絡先」の

順に連絡いたします 

・ 月に１回、園だよりを発行します。月の行事や連絡事項をお知らせします。 

・ 園の様子などは、毎日の連絡帳でお知らせしていきます。また、おうちでの様子や聞

きたいことなど、どんなことでもお書きください。 

・ 子どもさんの健康状態、起床時間、ミルクや朝食メニューなど、細かい記入もありま

すが、保護者様と保育士が連携し、子ども達が安全で安心して過ごすためのノートで

もあります。そして、子どもさんが成長した時に読み返すと、懐かしいエピソードを

思い出したりできる宝物になると思います。 

７ 給食の提供にあたって 

・施設内調理を行っています。 

・毎月、独自の献立を作成し、別途、お知らせします。 

・「楽しく食べる」を目的とした、食育の取り組みを行っています。 

「おいしいね」「おいしいよ」と、子ども達の言葉に共感し、食べることへの意欲に

繋がるよう保育しています。 

 



８ アレルギーの対応について 

当園は、国が策定する「アレルギー対応ガイドライン」に基づいて、子ども達が安全に食事

できるよう、アレルギー対応マニュアルの策定をし、適切な対応に努めていきます。 

・ アレルギー対応は、保護者からの申し出により、医師の診断書、指示書が必要です。 

・ 医師の診断書、指示書は、年一回提出していただきますのでお願いします。 

・ 給食の提供は、集団給食の中で除去食を基本とします。メニュー内容によっては、お

弁当を持参していただく場合もあります。 

・ 除去食を安全に提供できるよう、園長、栄養士または調理員、担任と相互に十分連携

し、協議しながら行います。 

 

９ 発病時や、薬の与薬について 

・ 保育中に具合が悪くなった場合には、保護者にお知らせします。症状によっては、早

目のお迎えをお願いすることもあります。発熱の場合は、３７．５℃以上でお迎えを

お願いします。 

・ 医師の処置が必要と判断される場合は、保護者に連絡の上、園で医療機関を受診しま

す。保護者に連絡が取れない場合は、お子さんの身体の安全を優先し、当園が責任を

もって対処しますので、ご了承願います。 

・ 与薬は「医療行為」です。園での与薬は原則的に行いません。医療機関で受診された

際に保育園に通園していることを伝え、できるだけ家庭で服用できるようご相談くだ

さい。医師の判断により集団保育が可能で、日中の与薬が必要な場合は「薬連絡書」

の提出をお願いします。必ず「薬剤情報提供書」を添えてください。 

・ 「薬連絡書」と 1 回分の薬にお子さんの名前を記入して、職員に必ず手渡してくださ

い。使用する薬は当日分のみ持参してください。 

・ 取り扱う薬は、お子さんを診察した医師が処方し調剤したもの、あるいは医師の処方

により薬剤調剤したものに限ります。保護者の個人的な判断で持参した薬は対応でき

ません。 

・ お子さんが初めて使用する薬に関しては対応できませんので、必ず保護者の方で確認

してください。 

・ 坐薬など、症状を判断して使用しなければならない薬は、お子さんの主治医の具体的



な「与薬指示書」に基づいて対応します。使用前には必ず保護者の方に症状の報告と、

薬を使用するか否かの確認の連絡をします。 

※「薬連絡書」の用紙は保育園にあります。保護者の方が記入してください。 

・伝染性感染症の疑いがある場合は、登園できません。感染症の集団発症や流行をできる

だけ防げるように対応していきます。ご協力お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１０ １日の保育の流れ    

 

 

  年間行事 

  ・発育測定  ・誕生会  ・避難訓練及び消火活動  ・防犯指導 

  ・端午の節句 ・七夕会  ・運動会 ・クリスマス会 ・節分 

  ・ひなまつり会 ・施設の利用者様との交流会など 

0 歳児クラス １．２歳児クラス 

７：３０       順次登園 

        健康視診 

           自由遊び 

順次登園 

健康視診 

自由遊び 

９：００       おやつ（後期食以降） 

           ミルク 

おやつ 

 

９：３０       あそび （散歩、中庭など） 

              

           午前寝 

あそび（散歩、中庭など） 

 

 

１１：３０      給食（離乳食） 

           ミルク 

給食 

 

１２：３０      午睡 

 

午睡 

 

１５：００      おやつ（中期以降） 

           ミルク 

おやつ 

 

１６：３０      順次降園 

 

順次降園 

 

１８：３０      延長保育 

 

延長保育 

 

１９：３０      最終降園 

 

最終降園 

 



１１ 持ち物 （全ての物に、必ず大きく記名をお願いします） 

毎
日
の
持
ち
物 

・ガーゼ３枚（ミルクの子のみ） 

・給食用エプロン          この３点を給食袋に入れる 

・マグマグ（必要な子のみ） 

・手拭きタオル（ひも付きの物） 

＊以上の物を入れる手さげバッグ 

園
で
預
か
る
物 

・オムツ２０枚くらい 

  おしり側のテープの下に、１枚１枚に大きく記名をして下さい。 

枚数の残りが少なくなった時は、連絡しますので補充してください。 

・おしり拭き 

・着替え 上下２枚セット、肌着２枚 スタイ３枚（必要な子のみ）使った日は

次の日に補充分を持ってきて下さい 

・帽子と靴（汚れた時は持ち帰りますので、洗ってまた持ってきて下さい） 

・お昼寝布団 週末に持ち帰りますので、洗たく、天日干しなどして、休み明け

持ってきて下さい 

・ビニール袋二種類 持ち手のあるタイプ 30 枚くらい（1 枚ずつ記名） 

持ち手のないタイプ 30 枚くらい（1 枚ずつ記名） 

・ティッシュ１箱 （箱に記名して下さい） 

・粉ミルク （必要な子のみ 缶に記名して下さい） 

＊ 給食時のスプーン、食器類は、保育園で用意します。 

＊ ご不明な点があれば、保育士に気軽にお尋ね下さい。 

 



＜持ち物 参考例＞ 

   

 

  

 

  

  （おむつ）   （肌着） 

  

  

 

  

  

       

 (T シャツ) 

 （ズボン） 

 

 

 

 

 

  

 

           

  （ビニール袋） （持ち手付きビニール袋） 
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１２ 毎日の服装 

  小さな子ども達は、体を動かしてあそぶことが大好きです。汚れてもよく、動きやすい

服装で登園してくださるようお願いします。 

  また、成長してくると「自分でやりたい！」という思いが芽生えてきます。デニムなど

の硬い衣服ではなく、柔らかめで、子ども達が自分で着脱しやすいズボンなどはかせて

ください。 

  立ってオムツが交換できるようになったら、お股の下でボタンを留めるタイプの肌着で

はなく、腰までの普通タイプの肌着に移行して下さい。「自分で～」という思いを大切

にしていきたいと思います。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


