
 

社会福祉法人玉川の会 にじのこ保育園 重要事項説明書  

（令和４年４月１日版）  

１．施設の目的及び運営の方針  

（１）運営主体（事業者の概要）  

事業者の名称  社会福祉法人玉川の会  

事業者の所在地  東京都世田谷区奥沢七丁目３６番９号  

事業者の連絡先  ０３－３７０３－３５００  

代表者氏名  理事長 阿由葉ゆり枝  

 

（２）施設の概要  

種別  保育所  

名称  にじのこ保育園  

所在地  東京都世田谷区奥沢七丁目３６番９号  

連絡先  
電 話 番 号 ０３－３７０３－３５００  

ＦＡＸ番号 ０３－３７０３－３５０１  

施設長氏名  阿由葉ゆり枝  

開設年月日  令和２年４月１日  

利用定員  
（２号）  

（３号）  

０歳児  １歳児  ２歳児  ３歳児  ４歳児  ５歳児  合計  

９人  １０人  １２人  １５人  １５人  １５人  ７６人  

当園の基本理念・方針  

【基本理念】  

・子どもと保育者がともに育ちあう  

・子どもの最善の利益を保障する  

【基本方針】  

 世田谷区保育室運営で培った家庭的保育の良さを十分に活かし、

午前中は年齢ごとの保育、午後は異年齢保育を基本とします。  

 異年齢保育の中で、年上の子は年少者を思いやり、年下の子は年

長者の遊び、しぐさ、言葉を模倣する中で、相互に良い関係を作っ

ていくことを見守ります。  

 また、卒園した子どもやその保護者がいつでも立ち寄れる第三の

居場所となれるような保育園運営に取り組んでまいります。  



 

（３）施設の概要  

敷地  
敷地全体  ５９１．２５ ㎡  

園庭  １９４．０１ ㎡  

園舎  
構造  鉄筋コンクリート造 ２階建て  

延べ  ５３６．０４ ㎡  

 

（４）主な設備の概要  

設備  部屋数  備考  

乳児室  ２ 室  ひよこ組：０歳児クラス、りす組：１歳児クラス  

保育室  ４ 室  
うさぎ組：２歳児クラス、きりん組：３歳児クラス、

かんがるー・ぞう組：４・５歳児クラス、一時保育  

調理室  １ 室   

ランチルーム  １ 室   

こどもキッチン  １ 室   

 

（５）職員体制（令和４年４月１日 現在）  

職種  員数  常勤  非常勤  職務内容  

園長  １ 人  １ 人  ０ 人  園業務の統括及び会計事務  

主任保育士  １ 人  １ 人  ０ 人  
園長の補佐及び保育内容について

の保育士の統括  

保育士  １２人以上  １１人以上  １人以上  
保育従事、保育計画の立案、実施、

家庭連絡等  

看護師   １ 人  １ 人  ０ 人  児童の健康状態の観察、健康管理等  

栄養士  ２ 人  ２ 人  ０ 人  給食業務の統括  

調理員  ４ 人  ２ 人  ２ 人  給食業務  

嘱託医  １ 人  ０ 人  １ 人  児童の健康管理業務  

歯科嘱託医  １ 人  ０ 人  １ 人  児童の健康管理業務  

 

 

 



 

（６）利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日  

【２号・３号認定子ども（保育認定）】  

提供する曜日  月曜日から土曜日まで  

保育時間  
保育標準時間  午前７時１５分～午後６時１５分（１１時間）  

保育短時間  午前９時００分～午後５時００分（８時間）  

延長保育  

保育標準時間  
朝：なし  

夕：午後６時１５分～午後８時１５分  

保育短時間  
朝：午前７時１５時～午前９時００分  

夕：午後５時００分～午後８時１５分  

開所時間  
月～金曜日  午前７時１５分～午後８時１５分  

土曜日  午前７時１５分～午後８時１５分  

休業日  
日曜日・祝日  

年末年始（１２月２９日～１月３日）  

 

（７）利用料等  

利用者負担（月額保育料） 利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担（保育料）  

実費徴収  給食費（副食費）  1 月当たり  (※ )4,500 円  

その他  一時保育保育料  9：00～13：00 1,500 円  

9：00～17：00 3,000 円  

延長保育に係る費用  

（ 保 育 標 準 時 間 認 定

子ども）  

 保育料  補食代  

18：16～19：15 500 円  100 円  

19：16～20：15 1,000 円  500 円  

延長保育に係る費用  

（一時保育・短時間認

定子ども）  

17：01～18：15 1,000 円  補食なし  

18：16～19：15 500 円  100 円  

19：16～20：15 1,000 円  500 円  

※世田谷区の条例により免除されている世帯は除く。  

 

（８）提供する特定教育・保育の内容  

児童福祉法、子ども・子育て支援法その他関係法令を遵守し、保育所保育指針に基づ

き、利用子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育を提供します。  



 

（９）年間行事予定  

月  保健関連  行事内容  

４月  発育測定  入園式  

５月  発育測定・歯科検診  子どもの日集会・保護者懇談会  

６月  
発育測定  

健康診断（１～３歳児クラス）  
プラネタリウム見学（4・5 歳児） 

７月  
発育測定  

健康診断（４～５歳児クラス）  
夏祭り・プール  

８月  発育測定  プール  

９月  発育測定  お月見集会  

１０月  発育測定・歯科検診  運動会  

１１月  発育測定   

１２月  
発育測定  

健康診断（１～３歳児クラス）  
創作活動発表会  

１月  
発育測定  

健康診断（４～５歳児クラス）  
正月遊び  

２月  発育測定  
節分・保護者懇談会  

お別れ遠足（5 歳児）  

３月  発育測定  卒園進級お祝い会・ひな祭り  

＊０歳児クラスの健康診断は２回／月  

 

（１０）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

【２号・３号認定子ども（保育認定）】  

利用者の決定  世田谷区が行う利用調整による  

退園理由  

・２号・３号認定子どもに該当しなくなったとき  

・保護者から退園の申出があったとき  

・利用継続が不可能であると世田谷区が認めたとき  

・その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき  

利用に当たっての  

留意事項  

・登園は９時までにお願いします。  

・当日に欠席または登園が遅れることを連絡する場合は、８時３０



 

分までに電話にてご連絡ください。  

・原則として、保育時間内でのお迎えをお願いします。延長保育は

前もって予約しておくか、当日延長保育の利用を希望される場合

は、９時までにお伝えください。予約や当日の朝に連絡がない場

合は、緊急事態を除いて対応できません。なお、延長保育には定

員枠があるため、利用できない場合もございますので、ご了承く

ださい。  

・熱が３７．５℃ある場合は登園を控えてください。また、登園後

に３７．５℃を超えた場合には、お迎えの連絡をさせていただき

ます。解熱後２４時間経過してからの登園をお願いします。  

・感染症にかかった場合、保護者に記入していただく登園届や医療

機関に記入していただく意見書等をお願いする場合がございま

す。  

・与薬の取扱い・・・一回分の薬はお預かりいたしますが、複数回

の与薬はできませんのでご了承ください。与薬指示書・与薬連絡

票・薬剤情報提供書の提出をお願いいたします。  

 

（１１）嘱託医  

医療機関の名称  等々力診療所  

医院長名  上田 宏昭  

所在地  東京都世田谷区等々力六丁目１番１７号  

電話番号  ０３－３７０４－０１９１  

 

（１２）嘱託歯科医  

医療機関の名称  大島歯科医院  

医院長名  大島 基嗣  

所在地  東京都世田谷区奥沢七丁目４７番１７号  

電話番号  ０３－３７０１－１４５９  

 

 



 

（１３）緊急時等における対応方法  

特定教育・保育の提供中、利用子どもに体調の急変などがあった場合、すみやかに利

用子どもの保護者又は緊急連絡先、その他医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講

じます。  

【管轄する消防署】  

消防署名  玉川消防署  

所在地  東京都世田谷区中町三丁目１番１９号  

電話番号  ０３－３７０５－０１１９  

【管轄する警察署】  

警察署名  玉川警察署  

所在地  東京都世田谷区中町二丁目９番２２号  

電話番号  ０３－３７０５－０１１０  

 

（１４）非常災害対策  

防火管理者  山嵜 雷蔵 （防火管理新規講習修了：5021799111 号）  

消防計画届出年月日  令和２年１２月１４日  

避難訓練  避難及び消火を想定した訓練を月１回実施します。  

防災設備  消火器、誘導灯、火災報知器を備えています。  

避難場所  九品仏広場、浄真寺  

緊急時の連絡手段  
災害伝言ダイヤル、電話、専用メール、専用ホームページでの情報

提供等  

 

（１５）賠償責任保険の加入状況  

以下の保険に加入しています。  

保険の種類  園賠償責任保険（東京海上日動火災保険株式会社）  

保険の内容  傷害補償＋O-157 等特定感染症保障＋地震等天災危険補償  

保険金額  １事故につき最大１０億円、１名につき最大１０億円  

 

 

 



 

（１６）個人情報の取り扱い  

特定教育・保育の提供に当たって、職員及び職員であった者が知り得た個人情報や秘

密は、法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはあり

ません。  

 

（１７）虐待の防止のための措置に関する事項  

主任保育士を人権擁護・虐待防止責任者とし、職員と保護者に対する啓発に努めます。

また、虐待事案の早期発見及び防止のための全職員を対象とした園内研修を実施し、東

京都や世田谷区その他が実施する研修にも積極的に参加させるようにします。  

 

（１８）相談・要望・苦情窓口  

相談・苦情受付担当者  有馬 那緒  主任保育士  

相談・苦情解決責任者  阿由葉 ゆり枝  園長／運営法人理事長  

第三者委員  

特定行政書士 寺島 朋弥  
０８０－７９９２－８６０３  

terashima@g-futaba.jp 

特定行政書士 久保 祥子  
０８０－４１４０－４９１２  

shoko@g-futaba.jp 

【要望・苦情等への対応方法】  

相談・苦情受付担当者、第三者委員いずれに対しても直接申出ができる体制を整え、

社会福祉法人玉川の会苦情解決事業規則に則って適正に処理し、必要であると認められ

る場合は世田谷区に報告します。  

 

mailto:terashima@g-futaba.jp
mailto:shoko@g-futaba.jp

