
りりぱっと　ナーサリー 

入園のご案内 

⼦供の⾃⽴⼼を育てるため、0歳から出来る事を考える

津⽥沼園・中⼭園



ご挨拶 

 
りりぱっとナーサリーは1995年に津田沼駅前で開園した0－５歳を対象とした 
「駅前保育園りりぱっと」が蓄積してきたノウハウを０－2歳に特化した、 
小規模保育園です。 
 
 
私たちは開園当初から今に至るまで何が子供や親御さんにとって良い事かを考え 
続け、実践してきました。 
　幼保一体という言葉が無い頃に、幼稚園通園サポートを始め、様々な学習カリ 
キュラムの委託や、園独自カリキュラムの開発、親子参加型のワークショップ 
など様々な事を実践し、そこから見えてきた事は、子どもたちに、「教える」の 
ではなく「考えさせる」事をベースにした関わり方をする事こそが子供の成長を 
加速させるという事です。 
 
こんな事やあんな事をやっているという事も沢山ありますが、こだわっている 
一番の事は、「考えさせる」をベースとした日常会話やちょっとしたやりとり。 
 
しかし、20年経った今でも、子供の事はまだまだ分かりません。 
 
故に、これからも「考えさせる」事を意識しながら、子供達から学び、親御さん 
と共に考えた時間を過ごしていきたいと思っています。 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りりぱっと一同 



子供たちの未来を創る 

【親・大人・社会】 
家族の幸せを応援し、地域や大人が関われる機会や場を作る
事で、豊かな地域・社会を作る。 

・保育を通じご家族のサポートをする 
・子どもの成長を最大化させる為の環境をフレックスに構築する 
・家族に対して園が考える教育方針を共有する 

尊重：RESPECT 
 
子供達と接するとき、「子供だから」という視点を持っていません
か？◯◯しちゃダメ、◯◯しなさい、ではなく、子どもたちへの気
持ちや感情を取り外して汲み取る事で、子どもたちの自立心を育み
ます。そのベースにあるものは尊重だと私たちは考えます。 

【子ども】 
一人ひとりの子どもが社会とのつながりを理解し、自分で考
え、行動し、世界へ羽ばたく力（＝自立）を育む。 

VISION 

mission 

Core Value 



VISION実現の考え方 

VISION

⽬指す社会

CoreValue
私たちが最も⼤切にすること

mission

私たちの約束

team

Strategy

スタッフ

使命

私たちはVISON、mission、CoreValueの3点の関係を下図のように
考えています。 
これは、VISION実現の担い手である、私たちがどうそれを進め、ど
のように保育を運営していくのか？とても大切な事だと認識してい
ます。 



０歳から始まる未来の為の土台作り 

まだ答えがあるかも
（探求する⼒）

問題・課題

どうせ無理
つまらない
誰かやる

教えてもらう

やってみよう
（挑戦する⼒）

どうしたらできるかな？
（考える⼒）

ゴールがイメージ
できる

問題意識
使命感
楽しむ

（やりぬく⼒）

あきらめ
すぐ答えを求める

⾒えない社会を⽣き抜く⼒＝⾃⽴⼼を育む

精神社会

⾔われた事だけやる

（想像する⼒）

（尊重する⼒）

負

CoreValue＝尊重

負

負



⼦どもたちとの関わり
・⽣理的欲求と安全欲求を満たしていきます。また、喃語への対応やタッチ
 ケアーなど五感を刺激する事を意識します。

・愛情欲求を満たし、⼀⼈ひとりの個性を知る為に⼦どもたちをしっかりと
 観察します。

・教える事は⼤切ですが、考えさせる事はもっと⼤切だという考え⽅から、
 カリキュラムというより⽇常の会話や過ごし⽅などに注⼒します。

関わり方 

親御さんとの関わり
・りりぱっとブラウンバッグというご家族との個別⾯談を定期的に実施し、
 保育に関する事はもちろん、様々な相談に積極的に対応します。

・家族参加型のワークショップ、講習会の開催し、つながりをより強化し、
 ⼦どもの最善の利益を追求していきます。

・連絡ノートを含む⽇々の連絡を積極的に取り、保育の共有、課題の早期
 解決に努めていきます。

地域・社会との関わり
・園内でのイベントスケジュールや教育の考え⽅などを共有し、周辺地域
 へ園の運営を理解頂きます。

・イベントやワークショップにも参加頂く機会を構築し、地域社会の中で
 ⼦どもたちを育てる事に無理なく参画頂きます。

・ここの考えには「家族」の視点も含みます。例えば遠⽅に住まれている
 祖⽗⺟の⽅がいらっしゃった時にも同様の考え⽅を持ちます。



園の紹介 

事業者の名称 有限会社エム・シー・スクエア 

事業者の所在地 〒274-0825千葉県船橋市前原西2-14-1 

事業者の連絡先 047-476-3318 

代表者氏名 石井大輔 

種別 小規模保育事業（船橋市認可） 

名称 りりぱっとナーサリー 

所在地・連絡先 りりぱっとナーサリー津田沼園 
〒274-0825 千葉県船橋市前原西2－44－10 
tel/fax 047-405-2331 

りりぱっとナーサリー中山園 
〒273-0035 千葉県船橋市本中山2－23－16 
tel/fax 047-303-3038 

開設年月日 平成28年10月1日 

■運営主体 

■施設の概要 



■主な設備の概要 
設備 津田沼園 中山園 備考 

乳児・ほふく室 1室 1室 

保育・遊戯室 2室 2室 

幼児トイレ 1室 1室 

調理室 1室 1室 

医務室 1室 1室 

園長 保育士 栄養士 

津田沼園 1人 9人 1人 

中山園 1人 7人 1人 

■職員体制（平成28年10月1日現在） 



■保育時間と延長保育時間 

平日 延長保育 

7：00 18：00 20：00 
①保育標準時間 

平日 延長保育 

7：00 20：00 
②保育短時間 

土曜日 延長保育 

7：00 18：00 19：00 

8：00 16：00 

土曜日 延長保育 

7：00 16：00 19：00 8：00 

■開所時間とお休み 
・開所時間　　月曜日～土曜日　　7:00から20：00（土曜日は19：00まで） 
・休業日　　　日曜日、国民の祝日、年末年始（12月29日から1月3日）　 

■利用定員 

0歳児 1歳児 2歳児 合計 

津田沼園 6人 6人 7人 19人 

中山園 4人 4人 4人 12人 

通常保育時間 

通常保育時間 

通常保育時間 延長保育 

延長保育 通常保育時間 

※通常時、登園時間は9時までにお願いします。 
※病院受診等で遅れる場合は10時30分までに登園願います。 
※尚、10時30分までに間に合わない場合は、昼食を済ませ11時30分 
　までに登園願います。 



■延長保育・土曜日保育について 

通常保育時間 延長保育料 

保育標準時間 
（11時間） 

7時～18時 

平日 
18時以降 
月極利用　　4,000円 
スポット　　300円／時間 

土曜日 
18時以降 
月極利用　　2,000円 
スポット　　600円／時間 

保育短時間 
（8時間） 

8時～16時 
平日 7時～8時／16時～20時 

スポット　　300円／時間 

土曜日 7時～8時／16時～20時 
スポット　　600円／時間 

1.延長保育 

2.土曜日の保育 

土曜日の保育は申請制です。保育が必要な方は事前に申請をお願い致します。 
※父母の休日や育児休業中はご利用頂けません。 
※勤務外等の利用については面談の上、決定させて頂きます。 



■利用料について 

■利用の開始および終了に関して 

利用者負担（月額保育料） 利用する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 

防災頭巾（0,1,2歳） 2,900円 

連絡ノート 
（0,1,2歳） 

0歳：410円／冊 
1,2歳：185円／冊 

お散歩カラー帽子 
（0,1,2歳） 600円 

クレヨン（2歳）	 565円 

製作ファイル（2歳） 500円 

1.利用にあたって 
　市の審査に基づき決定します。 
 
2.退園理由 
　・2,3号認定の子どもに該当しなくなった場合（卒園を含む） 
　・保護者から退園の申し出があったとき 
　・利用継続が不可能であると市が認めた場合 
　・その他、利用継続の重大な支障または困難が生じた場合 
 
3.退園後 
　・退園後は次の2つのパターンがあります。 
　　（1）薬円台にあるたきのい幼稚園への通園 
　　（2）りりぱっと津田沼の利用 
　・たきのい幼稚園への通園をご希望の方は幼稚園との直接契約になる為、必ず入園が 
　　出来ない場合もありますのでご了承下さい。 
　・どの様にするかは該当年の前にこちらからご利用意志の確認をさせて頂きます。 
　 

■お支払い方法について 
・料金は原則、以下口座へ手数料ご負担の上、当月末日までお振込みをして下さい。 
・お振込み人名は必ずお子様のお名前をフルネームで入力下さい。 

津田沼園 みずほ銀行／津田沼支店／普／2697614 

中山園 みずほ銀行／津田沼支店／普／2697622 

・ただし、①スポット延長料②実費徴収分についてはご指定の集金袋に入れ窓口でお支払い 
　頂く事も出来ます。 



■デイリープログラムと行事予定 
0歳児 1歳児 2歳児 

7:00 
開園 

ひとり遊び 
ふれ合い遊び 

保育士、友達と一緒に自由
遊び 

保育士、友達と一緒に自由
遊び 

9:00 授乳／午睡 
自由遊び 
（戸外・室内散歩） 

おやつ 
・室内遊び 
　おままごと、人形、絵 
　本など 
・お散歩 
　近隣公園 

おやつ 
・室内遊び 
　製作、運動表現活動、　 
　音楽リズム遊び 
・お散歩 
　近隣公園 

11:00 昼食 昼食 昼食（11：30） 

12:00 午睡 午睡 午睡 

14:00 午睡 午睡 
（14:30～順次起床） 起床（14：30） 

15:00 自由遊び おやつ おやつ 

17:00 自由遊び 自由遊び 
補食（17：30） 

自由遊び 
補食（17：30） 

18:00 延長保育 

20:00 閉園 

※上記はあくまで目安です。特に0歳児はオムツ替えを含め、原則子ども一人ひとりの 
リズム、体調、成長を見ながら細かく変更をしていきます。 

■お散歩場所 
津田沼園 中山園 

津田沼園 
前原西公園 

中山園 

小栗原蓮池公園 

小栗原蓮池公園 
船橋市本中山1－11－5 

前原西公園 
千葉県船橋市前原西2丁目40  



■年間スケジュール 

4月 
進級お祝い会 
内科検診 

5月 
子どもの日 
保護者面談 

 

6月 
ぎょう虫検査 
グループ園交流会 

7月 
七夕 

8月 9月 
歯科検診 

10月 
内科検診 
グループ園交流会 
保護者面談 

11月 
ぎょう虫検査 

12月 
お楽しみ会 

1月 
新年お祝い会 

2月 
節分 
保護者面談 

3月 
ひな祭り 
卒園お祝い会 
入園説明会 

■その他の行事 
・お誕生日会：毎月 
・避難訓練：毎月 
・身体計測：毎月 



ワークショップ 

外部講師をお招きして、お味噌作りやマヨネーズ作り、さらに椅子を作ったり、ご家族一緒に 
楽しめるワークショップを定期的に開催しています。 
特にチカラを入れているものが、マインド・マップ、コミュニケーション、食をテーマにした 
ものです。Webサイト等、都度案内させて頂きますのでお気軽にご参加下さい。 
 
【実施事例】 
　　　・「母の日イベント　asobi基地☓りりぱっと」 
　　　・「創造力を高めるマインドマップ勉強会／清田俊郎氏」 
　　　・「加工食品と身体の関係のお話～この食事は安全？／中戸川 貢氏」 
　　　・「子どもは自ら育つチカラを全部持って生まれてくる／よしおかゆうみ氏」 
　　　・「卒園記念！最強の手前味噌作り／八田純人氏」 



■登園・降園について 
入退室チェックはICカードにて管理させて頂いております。入退室時には各自お持ちのIC 
カードを入り口にあるパネルにタッチさせて下さい。 
 
1.お休みや登園が遅くなる場合は予め決まっている登園時間の前にご連絡下さい。 
2.登園時間は、通常登園する場合は9時までに、病院受診後の登園は10時30分までに。尚、 
　10時30分までに間に合わない場合は昼食を済ませ11時30分までに登園願います。 
3.毎日、健康状況（顔色、発熱、食事の量、便の状態）、また身体の傷などをよく観察し、 
　気になる事がある場合は必ずお預けされる際にお知らせ下さい。 
4.保育中に突然体調が悪くなったり、怪我をした場合は随時連絡し、状況に応じてお迎え 
　をお願いする事があります。 
5.保育園への送迎は原則、保護者やご家族の方が行って下さい。 
　・迎えに来る方が異なる場合は必ず事前にご連絡下さい。 
　・緊急連絡票に記載されていない方がお迎えする場合、事前に連絡を頂いていない場合、 
　　確認が取れるまでお引き渡しは出来ません。 
　・通常の経路及び方法により登降園して下さい。 
 

■保護者の連絡先について 
1.保護者の連絡先は常に明確にしておいて下さい。 
2.連絡は原則として「緊急時の連絡先」記載の順に連絡致します。 
 

■家庭状況の変更について 
家庭状況に変更があった場合は速やかに船橋市のホームページからダウンロードできる 
「船橋市施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定内容変更申請書兼支給認定届出事項 
変更届」を保育園または船橋市へ提出して下さい。 
 

■保育園からの連絡について 
1.保育の状況は園指定の「れんらくちょう」を活用します。出来るだけ詳細にご記入頂き 
　状況によって「れんらくちょう」だけでなく口頭でもお知らせ下さい。 
2.また園内の掲示物やメールも必ずご確認下さい。 
 

■電子メールは必ず登録願います 
緊急連絡を含む連絡は電子メールを使います。 
登録はlilliput107@gmail.com(lilliputの間にあるl（エル）は二つ続きます)宛てに児童名と 
園の名前を入れて送信して下さい。園で受信後、登録確認のメールを返信します。 
アドレスが変更になった場合は速やかに連絡して下さい。 
 

■通園についてのお願い 
1.自転車で登園する場合 
　送迎の為に一時的に置くことは出来ますが駐輪場ではありません。自転車を置いての 
　出勤は出来ません。 
2.車で登園する場合 
　園の駐車場はありません。周辺の駐車場をご利用下さい。 
3.登園、お迎え時にはご近所の迷惑にならないよう速やかにお帰り下さい。 



■給食について 
栄養士が主食、副食を含めた完全給食を提供します。ミネラル不足にならないよう充分に 
配慮して調理していきます。 
 
1.給食の展示について 
　玄関にあるデジタルフォトフレーム等を活用し、写真をアップします。 
　献立は半月毎に作成しておりますが、食材の都合で変更する場合があります。（その場合 
　も栄養士が管理したバランスが取れた給食を提供致しますのでご安心下さい。 
 
2.栄養相談について 
　ご意見やご質問は栄養士までお気軽のご相談下さい。 
　また、定期的に食に関するワークショップや講演会を開催しておりますので是非、ご参加 
　下さい。 
 
3.アレルギー対応食について 
　（1）保護者からの申し出により医師の診断書、指示書に基づき対応しています。 
　（2）医師の診断書や指示書は1歳未満は3ヶ月ごと、1歳以上は6ヶ月ごとに提出をお願い 
　　　　します。 
　（3）給食の提供は、集団給食の中で除去食を基本とさせて頂きます。 
　（4）除去の状況が変わった場合、内容に変更があった場合は必ず指示書の再提出をお願い 
　　　　します。 
　（5）内容と状況によってはお弁当をご持参頂く場合があります。 
 

■ロッカーの利用について 
・ロッカーを用意しています（鍵はかかりません）。 
・貴重品、個人情報になるものは入れないで下さい。 
・保育に関係の無いものは入れないで下さい。 
 

■持ち物について 
・園内で使用する全てのものには必ず誰が見ても分かるようお名前をご記入下さい。 
　未記入の場合はこちらで記入させて頂きます。 
・また、名前の有無に関わらず1ヶ月過ぎても持ち主が現れない場合、こちらで処分させて 
　頂きます。 
・オモチャを含む私物の持ち込み、鞄にキャラクターのキーホルダーをつける等、食べ物を 
　食べたままでの登園はご遠慮下さい。 



■保険と健康管理について 
1.園で行う健康診断、諸検査について 
　（1）健康診断：年2回 
　（2）歯科検診：年2回 
　（3）身体計測（身長、体重）：毎月1回 
　（4）ぎょう虫卵検査（ピンテープ2回法）：年2回 
 
2.保育中に具合が悪くなった場合 
　症状によっては早めのお迎えおお願いします。発熱の場合、38℃以上でお迎えをお願いして 
　おります。 
 
3.急な病気や怪我の場合 
　（1）医師の処置が必要と判断した場合、保護者へ連絡の上、園で医療機関を受診します。 
　（2）保護者と連絡が取れない場合は、当方で判断し対応します。状況によってはタクシー 
　　　　等も活用しますのでご了承下さい。 
　（3）それらに伴う費用は後日、実費請求をさせて頂きます。 
 
4.与薬について 
　与薬は“医療行為”にあたり、保育園では原則行う事が出来ません。 
　（1）取り扱う薬は、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って 
　　　　薬剤調剤したものに限り、保護者の方の個人的判断で持参した薬は対応しません。 
　（2）坐薬には対応していません。 
　（3）症状を判断し使用しなければならない場合は、医師からの「与薬指示書」に基づき 
　　　　対応します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.登園をお断りする場合 
　保育園は集団で長時間、生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行を出来るだけ 
　防ぐ事が大切です。 
　伝染感染症の疑いがある場合、家族が感染症に罹った場合などは登園をご遠慮頂き、早期 
　の健康回復に務めて下さい。（次項を必ずお読み下さい） 
 
6.必要になる当園証明書について 
　次項を確認下さい。 

（4）保育中、薬を使用する場合は左記にある、 
「薬のノート」に記入頂き、職員に手渡して下さい。 
（5）尚、薬は当日分を一回毎に小分けしてお持ち下さい。
点眼薬や塗り薬は1週間単位でお預かりさせて頂きます。 



■感染症と風邪について 
感染症は二次感染を防ぎ、本人の回復を早め、悪化させない為にも予防や注意だけでなく、 
皆さん一人一人の理解と協力が必要です。 
以下、お願い事項を記載させて頂きますので何卒ご協力をお願い致します。 
 
　※保護者の方や同居されている方が感染症に罹った、もしくは発熱、嘔吐、下痢等、疑いが 
　　ある場合は必ず園にご連絡下さい。 
　※保護者が感染症に罹ったらお子さんの送迎は感染症に罹っていない保護者が行って下さい。 
　　どうしても罹った方の送迎になる場合は、保育園入口前でのお引き受け・お引き渡しに 
　　なります。 
　※感染症が流行する時期は、インフルエンザ症状や一度でも嘔吐や下痢の症状があった場合、 
　　ご連絡させて頂きますので感染症拡大防止の為、速やかにお迎えをお願い致します。 

インフルエンザ 風邪 

主な症状 発熱、筋肉痛、関節痛 咳、鼻水、鼻づまりなど 

寒気 強い 弱い 

熱の出方 急な発熱　　　　　　　　　　　　
（38～40℃が3,4日続く場合も。） 

37℃くらいの微熱から高熱
まで様々 

鼻水、鼻詰まり 後期よりみられる 初期よりみられる 

登園できる目安 

乳幼児の場合は、症状が始まった日（発
熱）の翌日から5日間を経過し、かつ解
熱したあと3日を経過するまで出席停止
期間になります。 

・前日に38℃以上の熱が出
ていない。 
・24時間以内に解熱薬を
使っていない。　　　　　　　　　　　 

解熱しても食欲がない。いつもに比べて機嫌が悪いなどの時は早めのお
迎えをお願いする場合があります。 

インフルエンザと風邪の違い 



疾患名 　登園停止期間の基準　　 
（以下の基準に基づき、主治医が判断する） 

麻しん（はしか） 解熱後3日を経過するまで 

インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで 

風しん（三日ばしか） 発しんが消失するまで 

水痘（みずぼうそう） すべての発しんが、かさぶたになるまで 

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 

結核 医師により感染のおそれがないと認められるまで 

咽頭結膜熱（プール熱・アデノウイルス
感染症） 主な症状が消失した後2日経過するまで 

流行性角結膜炎（はやり目） 医師により感染のおそれがないと認められるまで 

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 

髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医等において、感染のおそれがないと認められるまで 

腸管出血性大腸菌感染症（O157など） 医師により感染のおそれがないと認められるまで 

溶連菌感染症 抗菌薬服薬後24～48時間経過し、発熱、発疹等の症状が回復するまで 

伝染性膿痂疹（とびひ） 皮疹（ひしん）が乾燥していること。医師の指示に従う 

■船橋市登園許可証明書（医師記入用）の提出を必要とする感染症｠ 
「船橋市登園許可証明書」（医師記入用）とは、症状が回復して登園可能と判断したことについて、
医師が記入する様式です。 

疾患名 登園のめやす 

マイコプラズマ肺炎 発熱や激しい咳が治まっていること 

手足口病 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること 

伝染性紅斑（リンゴ病） 全身状態が良いこと 

感染性胃腸炎（ノロ・ロタ・アデノウイ
ルス等） 嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること 

ヘルパンギーナ 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること 

RSウイルス感染症 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと 

帯状疱疹 すべての発しんが痂皮化してから 

突発性発しん 解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと 

■船橋市登園届（保護者記入用）の提出を必要とする感染症｠ 
「船橋市登園届」（保護者記入用）とは、症状が回復して登園可能と医師が判断したことについて、
保護者が記入する様式です。 



■予防接種について 
　予防接種は計画的に受けて下さい。尚、予防接種を受けた後は、経過観察が必要な場合 
　　がありますので、ご家庭で保育を出来る時に受けて下さい。 
　　接種後にやむを得ず登園される場合は事前にご相談下さい。また、受けた予防接種の 
　　項目は園にもお知らせ下さい。 
 

■嘱託医について 
医療機関名：深沢医院 
医院長名：深沢琢也 
所在地：千葉県船橋市前原西2－8－3 
電話番号：047－472－3069 
 

■嘱託歯科医について 
医療機関名：スマイルデンタルクリニック 
医院長名：椎名泰雅 
所在地：千葉県船橋市3－4－5 
電話番号：047－409－1902 
 



■緊急時における対応方法 
　子どもに体調の急変などが生じた場合、速やかに子どもの保護者または医療機関への連絡 
　を行う等の措置を講じます。 
 
1.管轄する消防署 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.管轄する警察署 

 
 
 
 
 
 
■災害対策 
 
 
 
 
 
 
 
消防計画届出：年1回 
避難訓練：月1回 
防火設備：消火器、非常警報、避難器具、ALSOK 
緊急時の連絡手段：SNS、メール、携帯・固定電話、NTT災害用伝言ダイヤル、園の掲示 
 
※NTT災害用伝言ダイヤル「171」 
操作手順は①171をダイヤル②ガイダンスに従って再生2を押す③園の電話番号を入力 
津田沼園　047－405－2331　　中山園　047－303－3038 

津田沼園 中山園 

消防署名 船橋東消防署　前原分署 船橋中央消防署 

所在地 千葉県船橋市前原西1－6－1 千葉県船橋市湊町2－6－10 

電話番号 047－478－3032 047－435－8664 

津田沼園 中山園 

警察署名 船橋東警察署 船橋警察署 

所在地 千葉県船橋市習志野台7－9－20 千葉県船橋市市場4－18－1 

電話番号 047－467－0110 047－435－0110 

津田沼園 中山園 

防火管理者 中根真奈美 石井大輔 

避難場所 前原小学校、東部公民館 小栗原小学校、西部公民館 



■避難場所地図　 

前原小学校 

東部公民館 

津田沼園 

中山園 

小栗原小学校 

西部公民館 



■持ち物写真 
 

スタイ バスタオル 紐付手拭タオル 紙おむつ おしりふき 

必要に応じて 1回2枚／週 1,2歳：毎日 常時15枚在庫 適宜 

下着 着替え 哺乳瓶 汚れ物入れ 

0歳：3組 上着・ズボン 
2,3枚 

自宅で使用して
いるサイズ 

ビニール袋
（大）記名 

1.お持ち頂くもの　 

※着替えは、スパンコールやビーズ、大きなボタン等、装飾品のついた衣類やスカートは 
　遠慮下さい。 
　また、お散歩等で着用する上着にはフードが付いていないものにして下さい。 
※全ての衣類には、タグ等の見やすい箇所にお名前を必ずご記入下さい。 
※“紙おむつ”、“汚物入れ用ビニール袋”には一枚毎に名前を記入下さい。 

2.購入頂くもの 

お散歩用帽子 600円 

防災頭巾 2,900円 

連絡ノート	 0歳：410円　　1,2歳：185円 

クレヨン（2歳児） 565円 

製作帳ファイル（2歳児） 500円 

3.りりぱっとナーサリーで用意させて頂くもの 

布団一式、集金袋、食事用エプロン、入退室管理用ICカードをご用意させて頂きます。 



■保育園へのご意見、ご要望、苦情について 

津田沼園 中山園 

解決責任者 前田恵 玉木　梢 

受付担当者 中根真奈美 向　三咲 

電話番号 047－405－2331 047－303－3038 

第三者委員 

吉岡秀記 
学童保育　凛童舎代表 

047-767-9776 

山田晃正 
宮久保幼稚園　理事 

047－471－2321 

■連携施設について 
連携施設の名称 たきのい幼稚園 

連携施設の種類 幼稚園 

連携協力の内容 利用における協力 



■個人情報の取り扱い 
当園では、個人情報の取り扱いについて定められた法令等を遵守するとともに、下記の 
個人情報取り扱い指針に従って個人情報の重要性を認識し、プライバシーに配慮した適 
切な取り扱いをしています。 
 
1.個人情報の取り扱い 
　運営上必要な範囲内、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。 
（取得方法の例） 
　・入園にあたり提出頂く書類等にご記入、ご提出頂く事による取得 
　・お問い合わせに対応する為に会話内容を記録することによる取得 
 
2.個人情報の利用目的 
　取得した個人情報を次の目的（以下、利用目的といいます）に必要な範囲を超えて利 
用しません。 
また利用目的を変更する場合はその内容をご本人に通知するか、掲示等により公表します。 
 
(１)日常の保育を実施するにあたって必要な範囲での利用、管理 
　①ロッカー、お誕生日カード、連絡帳、ロッカー、おたより、連絡帳等への記名 
　②児童の健康管理に伴う園の嘱託医、歯科医への情報提供 
　③在園児保護者に配布する園からのおたより、保育に関する園内書類への掲載 
(２)当法人が取り扱う保育サービスの案内、それに付帯・関連する各種案内、提供および 
　管理。 
(３)問い合わせ、依頼等への対応 
(４)その他、保護者の皆様との連絡、連携を適切かつ円滑に履行するために利用目的の 
　達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うときは、個人情報保護法第16条第3項 
　の各号に掲げる場合を除き、保護者の同意を得るものとします。 
 
3.個人情報の第三者への提供 
　以下の場合を除き、保護者の同意なく第三者へ個人情報を提供しません。 
(1)法令に基づく場合 
(2)当法人の運営遂行上必要な範囲内で、行政機関、業務委託先に提供する場合。 

第十六条 　個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的
の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。	
２ 　個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴っ
て個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の
達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。	
３ 　前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。	
一 　法令に基づく場合	
二 　人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。	
三 　公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得る
ことが困難であるとき。	
四 　国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力
する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。	



■保険について 

2.独立行政法人日本スポーツ振興センター“災害共済給付制度”の加入について 
「災害給付制度」の加入は毎年3月頃の一回になります。当園では平成29年3月頃の加
入を進めていきますので、また別途ご案内させて頂きます。 

1.賠償責任保険、傷害事故補償  

基本補償 

対人賠償（1名,1事故） 2,000万円（対人）、1億円（1事故） 

対物賠償（1事故） 100万円（1事故） 

怪我による入院（1日あたり） 3,500円（※死亡、後遺症500万円） 

怪我による通院（1日あたり） 1,500円 

傷害事故補償 

※引受保険会社：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 



連携施設について 
卒園後の対応として以下の2点があります。どちらについても2歳児進級時に 
ご意向を決めておいて頂ければと思います。 
 
■たきのい幼稚園へ通園 
■りりぱっと津田沼の通園サポート 

たきのい幼稚園 りりぱっと津田沼 

〒274-0073  
千葉県船橋市田喜野井6－20－3 
TEL 047-463-1986 

〒274-0825 
千葉県船橋市前原西2-14-1 
TEL 047-476-3318 

幼稚園 認可外保育所 

［たきのい幼稚園への通園について］ 
ご利用については幼稚園での面接で最終決定となります。園の方針等、幼稚園と 
直接やり取りして頂く為、入園が出来ない場合がある事をご理解下さい。 
 
［りりぱっと津田沼の通園サポートについて］ 
たきのい幼稚園の送迎バスがりりぱっと迄来ますので、お預かりしている間に 
幼稚園へ通わせる事が出来ます。 
ただし、幼稚園の入園については上記同様、たきのい幼稚園側の確認が必要に 
なり、通園させる事が出来ない場合は、りりぱっとでお預かりします。 

［送迎サポートサービス内容］ 
・幼稚園から急にお迎えが必要になった 
　場合の対応。 
・着替えと荷物管理のサポート 
・朝礼、ECC等、教育サポート 
 
［費用］ 
・通園サポート料など料金はご利用時間に 
　よっても異なる為ご意向と合わせて予め 
　お決め下さい。 



【⾃⽴⼼を育むため、0歳から始められる事は何だろう？】

運営会社 
 

有限会社エム・シー・スクエア 
〒274-0825　千葉県船橋市前原西2-14-1 

Tel&Fax  047-476-3318 
E-mail  lilliput107@gmail.com 


