
社会福祉法人　まほろば
たいわっこ保育園

２０２２年度



・　一般保育事業 ０歳児から２歳児までお預かりいたします

・　一時預かり 利用児童数が定員に達していない場合に、定員の範囲内
で実施

・　その他の事項　　給食あり　

・　保険加入状況　　　加入　（賠償責任保険・障害保険）

人としての思いやり、感謝のこころを培う

生活に必要な基本的習慣や態度を養い、心身の健康の基礎を培う

 （めざす子どもの姿）
　　★心身共に丈夫な子ども

　　★人の気持ちを大切にできる子ども

　　★みんなと仲良く遊べる子ども

　　★意欲を持つ子ども

　・     健康な心と体を育てる
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＜保育理念＞

　・     色々な遊びを通して、簡単なルールを身に付ける

　・     子どもの一人一人の個性を大切にする

　・     高齢者、地域の人々との触れ合いから、思いやりの気持ちを育てる

　・     保護者、家族との密接な連携を図る

　・     安全で安心できる環境をつくる

「保育所保育指針」を基に、健やかな保育を目指す

＜園の基本目標＞

子どもの発達について的確に把握し、発達過程に応じた愛情ある保育をする

　・     一人一人の子どもの心身の状態に応じた、栄養管理を行う

いのちを尊ぶこころを育てる

＜保育方針＞

実施事業

保育理念・保育方針
園の基本目標



・ 開所日 　　月曜日～土曜日

・ 休所日 　　日曜日及び祝日、年末年始（１２月３０日～１月３日）

・ 開所時間 　　７時３０分～１９時００分　

・ 保育時間 　　７時３０分～１８時３０分　標準時間（１１時間）
　　８時００分～１６時００分　短時間（８時間）
※朝は９時３０分までには登園して下さい。
※欠席する場合や遅れる時は、午前９時までにご連絡下さい。

・ 一時預かり保育 保育時間（１日）７時３０分～１８時３０分
　　　　（半日）７時３０分～１３時００分または
　　　　　　　１３時００分～１８時３０分

年齢

定員

クラス

※　０歳児は4ヶ月からお預り致します

理事長 施設長 保育士
１名 １名 ７名

　

・

・

・ 一時預かり保育 （１日）　２，５００円　　　　
（半日）　１，４００円　　　　

　　※一時預かり保育については、給食代１食３００円、おやつ代１食５０円
　　　を別にお納めいただくようになります。
　　※一時預かり保育のミルクについては、必要なお子さんは持参して下さい。

・ 日頃の活動や行事、誕生カード用として撮った写真は定期的にお渡しします。
・ 写真代については、年度はじめに600円（1枚30円×20枚）を集金させてい

ただきます。（希望者のみ）

※ 写真代は期日までに職員に手渡しでお願いします。その際お釣りのないように
ご協力下さい。
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延長保育料について ３０分延長ごとに　１，０００円／月

ちゅうりっぷ組

２歳児

７名

たんぽぽ組
（うち大和町利用定員　０歳児…２名　　１歳児…３名　　２歳児…３名）

保育料（給食費、ミルク代を含む）は、翌月の２７日に引き落しとなります。

０歳児

定員１９名

５名
１歳児
７名

保育利用について

定員及び職員構成

集金について

保育料について



１、送迎について
　　・連絡事項については、その場にいる保育士に必ずお知ら下さい。（お薬含む）
　　・お迎えの方は、保護者または園に報告してある方が原則です。報告以外の方が迎え
　　　の場合は必ずご連絡下さい。
　　・駐車場内でのトラブルについては、保育園では責任を負いかねます。飛び出しなど
　　　事故につながらないようお子さんの手を離さずに登降園して下さい。

２、生活面について

　☆食事について
　　・生活リズムを整えるように心がけ、朝食は必ず食べてから登園して下さい。
　　・園内に食べ物を持ち込まないようにお願い致します。
　　（お菓子を持っての登園、食べながらの登園はしないで下さい。）

　　・季節に合わせた過ごしやすい服装を心掛けましょう。
　　・日々の着替えの補充や季節ごとの衣類の交換もお願い致します。
　　・活動しやすい服装でお願いします。
　　・トイレトレーニング中のお子さんは、自分で着脱しやすい服装でお願いします。

３、その他

　　　（名前のない場合はこちらで記入させていただく場合があります）

　　・掲示板、園からのお便り、連絡ノート、その他の配布物は必ず目を通して下さい。

　　（連絡ノートは家庭の様子等、毎日記入してください）

　　　下さい。
　　・夕方18:30以降おやつを食べます。お迎えが遅くなる場合は、おやつを持参して下
　　　さい。おやつの量は（1回分）帰宅後の夕食に支障のないようにお願いします。

　　・当日に急遽、お迎えが予定より大幅に遅れる場合は、園まで電話連絡をして頂くよ
        うお願います。

　　　～　わからない事、お気づきの点は、ご遠慮なく保育園にお問い合わせ下さい。～
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　☆服装について

　　・全ての持ち物の見えるところに記名をお願いします。

　　　また提出物については、期限までに提出するようにお願い致します。

　　・住所や電話番号、家庭状況、勤務先などに変更があった場合は、速やかに連絡して

登園・降園について



１、朝食をきちんと食べられるように早寝早起きをし、睡眠も十分にとれるよう家族の皆
　　さんでお子さんのために時間を調節し協力して下さい。
　・排便の状態は健康を判断する目安となります。便秘、不消化便、下痢便等をよく観察

　・朝目覚めて元気が無い時、顔色が悪い時、食欲が無い時など、普段と状態が違った様
　　子もある為、必ず検温をして下さい。朝の３７度５分以上は危険信号です。発熱時は
　　お子さんの心身にも負担をかけないようにしましょう。

　・咳、熱、排便（下痢の時など）、食欲のこと、また低年齢児や体の弱いお子さんにつ

　・感染危険がある伝染性疾患の場合は集団生活であることにご理解いただき、完治する

５．座薬を使用後の登園はできませんので、ご理解いただき、ご協力お願い致します。

　・乳幼児に定められている予防接種についてはお子さんの健康状態を見て、それぞれの
　　家庭の指定病院・健診等で必ず受けて下さい。また、麻疹の予防接種は1歳を過ぎたら
　　受けて下さい。接種後は、園にお知らせください。
　　４ヵ月健診、１歳６ヵ月健診、２歳６ヵ月健診は、それぞれの市町村発行のお知らせ
　　(広報など)を見て必ず受診するようにしてください。
　・予防接種後の登園は、急な体調不良に対応できませんので、ご家庭で様子を見ていただ
　　くようお願い致します。

１、急な発熱や具合が悪くなった時など、お子さんの体調に変化があった場合は、職場に
　　連絡させていただきます。

　　〈　次の症状があるお子さんは、１時間以内の降園をお願いします。　〉
　　　　〇　３７．５度以上の発熱が見られた場合。
　　　　〇　急な嘔吐や下痢症状があり、感染の疑いがある場合。
　　　　〇　病院を受診しなければならない怪我をした場合。

　　　　※嘔吐、下痢の症状のお子さんについては、病院を受診しノロウイルス等の検査を
　　　　　受けることをお勧めします。発熱を伴わない場合でもノロウイルス等の可能性が
　　　　　あります。又、診察を受けた場合には医師の指示に従い対応して下さい。尚、
　　　　　保育園には診断結果をお知らせ下さい。

２、保育園では月極保育のお子さんに対して、嘱託医による年２回の定期健康診断、年2
　　回の歯科健診を実施します。
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検診・予防接種について

保育時間内での発熱や怪我が起きた場合

　・発熱、下痢、嘔吐、湿疹、発疹、目やに、やけど、虫刺されが化膿した時など

　　まで登園は控えていただくようにお願い致します。

登園する前に

　　し、家庭での排便を習慣づけるようにして下さい。精神的な安心感につながります。

４、お子さんの健康状態を把握し、必ず保育士にお話下さい。

３、次の症状の時は、直ちに医師の診断を受けて下さい。

２、検温について

　　いては、特にお話し下さい。（健康管理カードへ記載）

保健・衛生について



第一種　・エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米
　　　　出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄
　　　　炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナ
　　　　ウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る）、
　　　　鳥インフルエンザ（病原体がインフルエンザウイルスＡ属
　　　　インフルエンザＡウイルスであってその血清亜型がＨ5Ｎ
　　　　1であるものに限る）
第二種　・インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ5Ｎ1）を除く）
　　　　、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭
　　　　結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
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４・５週間続く

とびひ

みずいぼ
アタマジラミ

２～１０日

２日～７週間
１０～１４日 １０～１４日

水泡消滅まで

水泡消滅まで

解熱後１日後

感染の恐れが無いと認められた時

感染の恐れが無いと認められた時

口内炎

約１０日

２日～２週間

発熱中

ヘルペス性菌内

２４時間

突発性発疹

２～４日

る時期

不定期

（ロタウイルス）

下痢、嘔吐等症状のあ

る時期

症状がおさまり普通食がとれる

感染症胃腸炎 １～３日 下痢、嘔吐等症状のあ 症状がおさまり普通食がとれる

症状が改善し元気が良くなれば

１４～２０日１７～１８日

乳児嘔吐下痢症

マイコプラズマ肺炎 １４～２１日 症状発症～

治癒するまで

解熱に食事もとれるようになって

元気が良ければ登園可能

ヘルパンギーナ

手足口病

抗菌薬内服後溶連菌感染症 有効治療を始めてから２日後

元気が良ければ登園可能りんご病（伝染性紅斑）

流行性角結膜炎

５～７日プール熱

（咽頭結膜熱）

発病後約２週間

１４～２１日

（はやり目）

５～１２日

３～８日　乳児は

３～４週間

潜伏期後半～

発症後約５日

１１～２０日

発疹出現の前後７日

水泡出現前から

７日～９日

２～７日 水泡消滅まで

１週間

発病後約２日１～２日

２～７日

急性出血性結膜熱

解熱、主症状が無くなり２日経

過

症状が改善し元気が良くなれば

駆除を開始していること

解熱後３日経過して

ＲＳウイルス

発疹が消失したとき風疹（３日はしか）

結膜炎症状が消失するまで

発疹出現の

前後４～５日

〈感染症の種類及び登園基準〉　学校保健安全法施行規則第１８条における感染症の種類

水痘（水ぼうそう） すべての発疹がかさぶたになって

２～８日

７～１０日

１０～１２日

 完全に治癒するまで

感染後約３週
感染後約１０日

おたふくかぜ

全ての発疹が痂皮化す

るまで

症状を示す前後

帯状疱疹

呼吸器症状が消失して

１４～２４日 耳下腺の腫れが消失したとき

全ての発疹が痂皮化するまで

　３、 学校保健安全法により、感染症にかかった時は出席停止となります。なお、治療し

医師において感染の

発疹を伴う熱が下がり３日経過

特有の咳が消失し全身状態良好
１～３日

感染可能期間

不定

インフルエンザ
百日咳

はしか

　１、 小児喘息、ひきつけ、関節がはずれやすい、アレルギー等があり、保育をする上で

　　登園する時は医師に指示を受け、その旨　保育園にお知らせ下さい。（園用治癒書配布）　　
　４、 判断に迷う場合は、保育園にお知らせ下さい。　

　　配慮しなければならない事がありましたら、必ずお知らせ下さい。
　２、 食物アレルギーやアナフィラキシーの既往歴のあるお子さんは除去食が必要になり

病名 登園基準潜伏期間

恐れがないと認めるまで

　　ますので、医師の指示書を提出して下さい。

病気について



　インフルエンザについて

　　 ①３７．５度以上発熱の場合は、園に連絡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　↓

　　 ②病院受診

　　　↓

       ③診断結果を園に連絡

　　　↓

       ④発症してから７日間、又は解熱した日の３日後まで自宅療養
　　   （タミフル処方の場合は、飲み切るまで自宅療養）　

　　　↓

       ⑤その後、病院再受診
　       医師の診断後登園可能であれば〈感染治癒〉の用紙に必要事項を記入して頂きます
          ので申し出て下さい。

■　インフルエンザ
　感染経路は、飛沫感染
　・滞在期間は、１日～３日（新型インフルエンザの場合は１日～７日）
　・主症状は、発熱（３８℃以上）悪寒、頭痛、咽頭痛、筋肉痛など
　　※ノロウイルス、ロタウイルスなど感染症に関しても、同じ対応になりますので、ご
　　　理解下さい。
　　※同居ご家族で感染症（疑い）の場合も、速やかに保育士にお伝え下さい。
　　　可能な範囲でご家庭での保育のご協力をお願いいたします。
　　※不明な点がありましたら、保育士までお尋ね下さい。
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　乳幼児の薬は医師の指示に基づいて保護者が与えるものとなっています。ただし、やむ
を得ず保護者が与えることが出来ない時は、保護者の依頼を受けて保育士が代わって投薬
することになります。保育園では薬の依頼書が年々多くなり、薬の管理や保育中にお子さ
んに投薬することが難しくなっているのが現状です。そこで、保育園における薬の取り扱
いについて下記のとおりまとめましたので、趣旨をご理解いただき、ご協力を宜しくお願
いいたします。

１、薬はお子さんを診察した医師が処方した物、あるいはその医師の処方によって薬局で
　　調整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出来ません。
　　（飲み残しや以前もらっていたもの等は対応出来ません。）

２、座薬、吸入器は、原則としてお預かり出来ません。やむを得ず使用する場合は、医師
　　からの具体的な指示書を添付して下さい。尚、使用にあたってはその都度、保護者に
　　連絡をしますので、ご了承下さい。

４、「熱が出たら飲ませる」「咳が出たら」「発作が起こったら」「かゆみが出たら」と
　　いうような症状を判断して与えなければならない場合は、保育園で判断出来ませんの
　　で、薬をお預かり出来ません。その都度、保護者にご連絡することになりますのでご
　　了承ください。

５、慢性の病気（気管支喘息・てんかん・糖尿病・アトピー性皮膚炎などのように経過が
　　長引くような病気）の日常における投薬や処置については、お子さんの主治医または
　　委託医の診断書を提出して下さい。

６、持参するくすりについて
　①医師が処方したくすりには、必ず「お薬依頼書」を添付して下さい。尚「薬剤情報提
　　供書」がある場合、それも添付して下さい。
　②使用する薬は必ず１回分ずつに分けて、当日分のみご用意下さい。
　③袋や容器にもお子さんの名前を記入して下さい。
　　　※必ず、保育士に手渡しでお願いします。

７、主治医の診断を受ける時は、お子さんが現在保育園に入園していること、保育園では
　　原則として薬の使用が出来ないことをお伝え下さい。

８、主治医には、可能であるならば１日２回の薬や、１日３回でも時間を変更して服用し
　　ても良いかどうかお尋ね下さい。
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３、初めて使用する座薬、吸入薬については対応できません。

記

くすりについて



＊    １回分の薬のみを、必ず保護者から職員に手渡して下さい。

※薬は１回分量を持参し、名前を書き、薬の依頼書はボールペンで記入し、必ず職員に渡して下さい。
※医師の診断を受けて処方された薬のみお預りします。（市販薬不可）
※かゆみや発疹等、症状が出たらという判断が必要な場合の投与は出来ませんので、ご了承下さい。
※太枠内は必ず記入して下さい。無記入の場合は投与出来ませんので、ご了承下さい。

　　　　　　　　たいわっこ保育園　宛

　                   医師の診断を受けたところ、下記のとおり指示がありましたので、

　

　　（ 　　　）

　　　　　年　　　月　　　日　　～　　　　年　　　月　　　日

　室温　　　冷蔵　　　その他(　　　　　　   ）

　粉（　　　種類）　シロップ　点眼薬　その他（　　　　　　）

　塗り薬（　　　　　　　　　　　　　　　） 全　　種類
抗生物質・せき止め・鼻水止め・排出・下痢止め・整腸剤

　点眼(右・左・両眼）・塗り薬部位（　　　　　　　　　　　）

　給食前　　　給食後　　　その他（　　　　　　　　　　）

　　／ 　　／ 　（　　　時　　　分頃）

　　／ 　　／ 　（　　　時　　　分頃）

　　／ 　　／ 　（　　　時　　　分頃）

　　／ 　　／ 　（　　　時　　　分頃）

　　／ 　　／ 　（　　　時　　　分頃）

　　／ 　　／ 　（　　　時　　　分頃）

　　　　　　　※　薬は１回分量を持参し、名前を書き、薬の依頼書はボールペンで記入し、必ず職員に渡して下さい。

　　　　　　　※     太枠内は必ず記入して下さい。無記入の場合は投与出来ませんので、ご了承下さい。

　　　　　　　※     依頼書は、保育室前の棚に置いてあります

 ※　　投薬期間については、土日も含めてご記入下さい（最長6日間です）

 ※　　薬情（薬剤情報提供書）も一緒に提出して下さい

                 保育園での投与をお願いします。

   依頼書と薬情も一緒に添付して保育士に手渡しして下さい。   

園児名

保護者氏名

０歳児・１歳児・２歳児

投与者サイン・時間・実施状況など

薬の種類

薬の内容
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病名・（症状）

緊急連絡先

処方された病院名

病院の電話番号

服薬依頼書

投薬期間(最長６日間まで）

受領者サイン

使用する時間

保管場所

20       年　　　　　　　月　　　　　　　日

保育園記載

園児名・クラス

※薬情　□

   ※確認サイン

薬の依頼書

について



・災害に備えてその被害を最小限にとどめるために、避難訓練計画を立て、繰り返し実施
　訓練を行います。（毎月）

・ 緊急の場合は保育園から電話連絡をしますが、広域災害の場合は状況判断により、関係
　機関に連絡をとって下さい。また、お迎えのご協力をよろしくお願いします。

・ 保護者の連絡先を常に明らかにしておいて下さい。

・ 地震・火事などの災害が発生した場合は、保育園または指定された避難場所に直ちに迎
　えに来てもらえるようお願いいたします。

　☆　第一避難場所・・・施設駐車場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　☆　第二避難場所・・・まほろばホール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮城県黒川郡大和町吉岡南２丁目４-１４
　TEL ： ０２２－３４４－４４０１
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お子さんを災害から

守る為に



　４月

　５月

　６月

　７月

　８月

　９月

１０月

１１月

１２月

　１月

　２月

　３月

　

　

※　７・８月水遊び   ※みやの森子ども園との交流会（2歳児クラス 年2回）

※　毎月（誕生会・身体測定・避難訓練）

※　内科検診（年２回）　　歯科検診（年２回）

※　行事の際に撮影された写真が、施設ホームページに掲載される場合があります。掲載
　　を控えたい方がいらっしゃいましたら、保育士まで申し出て下さい。

10

　はじめの式

　新年会

園内行事

　敬老会

　さつま芋の苗植え　　保育参観

　芋掘り　ハロウィン

　クリスマス会

　歯科活動

　元気まつり　　七夕会

　お別れ会

　豆まき会

   クッキング

保育園の行事について



時刻 時刻
7時30分 7時30分 随時登園

合同保育

8時50分 8時50分

9時30分 9時30分 おやつ

9時40分 9時40分 朝の会

10時00分 10時00分 活動

11時00分

11時40分

11時15分

11時40分 片付け

12時15分

12時15分 午睡

15時00分 15時00分

15時20分 おやつ 15時20分 おやつ

16時00分 16時00分 合同保育
自由遊び

随時降園
16時20分 16時20分

16時50分

16時50分 水分補給 16時50分 水分補給

18時00分 おやつ 18時00分 おやつ

19時00分 19時00分
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活動

・散歩、外遊び ・散歩、外遊び

・室内遊び

排泄、オムツ交換

帰りの会

起床、排泄、オムツ交換

合同保育
自由遊び

随時降園

排泄、オムツ交換(２歳児）

（自由遊び）

健康状態視診、検温

（個々に対応）

全園児降園

随時登園

健康状態視診、検温

全園児降園

排泄、オムツ交換

起床、排泄、オムツ交換

おやつ

片付け

朝の会

（個々に対応）

0歳児　　（たんぽぽ組）

睡眠、授乳など

１・２歳児　　（ちゅうりっぷ組）

午睡

帰りの会

排泄（個々に対応）

昼食

昼食、歯磨き

合同保育

排泄、オムツ交換

排泄、オムツ交換排泄、オムツ交換

（自由遊び）

（お絵描き、製作、体操など）

排泄、オムツ交換

排泄、オムツ交換

排泄、オムツ交換(１歳児）

歯磨き（月齢に合わせて）
授乳（個々に対応）

・室内遊び

　（お絵描き、製作、体操など）

保育園の一日



★毎日・連絡ノート、連絡袋
　　　・オムツ・オムツ替え用使い捨てシート（補充分）
　　　・おしり拭きナップ
　　　・着替え（肌着・靴下・上下の服をそれぞれ2～３枚程度）
　　　・汚れ物を入れる袋　
　　　・離乳食を食べる子　☆食事用エプロン（１枚）
　　　　　　　　　　　　　☆おしぼり（３枚）
　　　・歯ブラシ・コップ（月齢に合わせて）
　　　・ミルクを飲む子　　☆ガーゼ（数枚）　　
★園に置いておく用
　　　・ミルクを飲む子　☆哺乳ビン（１本）　　
　　　・オムツ（６～７枚）※1枚1枚に名前の記入をお願いします。
　　　・帽子　（散歩・戸外遊び用）
　　　・布団　（季節に応じて掛け布団・毛布・タオル）
　　　・上靴　（月齢に合わせて）
※持ち物すべてに名前の記入をお願いします。

★毎日・連絡ノート、連絡袋
　　　・オムツ・オムツ替え用使い捨てシート（補充分）
　　　・汚れ物を入れる袋
　　　・食事用エプロン（１枚）
　　　・おしぼり（３枚）
　　　・歯ブラシ・コップ
★園に置いておく用
　　　・着替え　（肌着・靴下・上下の服をそれぞれ２～３枚程度）
　　　・オムツ（６～７枚）※1枚1枚に名前の記入をお願いします。
　　　・おしり拭きナップ
　　　・帽子　（散歩・戸外遊び用）
　　　・布団　（季節に応じて掛け布団・毛布・タオル）
　　　・上靴
※持ち物すべてに名前の記入をお願いします。

※　入園児や年度初めは、雑巾２枚を持参してください。
※　荷物を入れるカバンは自由です。（お子さんが自分で片づけをすることもありますの
　   で、大きさや形に配慮して頂けると助かります。）
※　季節によって必要な物（汗拭きタオル・水着・防寒着）は、その都度お知らせします。
※　着替えは、季節に合わせた衣類（着脱しやすい物）を準備して下さい。
※　持ち物には全て名前を記入して下さい。下着や靴下にも見えるようにお願いします。
※　紛失やトラブルの原因になりますので、おもちゃ等の持ち込みはご遠慮下さい。
※   布団は週末に持ち帰り、清潔にして週の始めに持ってきてください。

※　上靴は週末持ち帰り、清潔にして週の始めに持ってきてください。
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（ちゅうりっぷ組）

０歳児

１・２歳児

（たんぽぽ組）

持ち物について



集団生活において、感染症などの２次感染を予防するために下記のような対応を取ります
ので、ご理解とご協力を宜しくお願い致します。
・汚れた衣類について
　感染が疑われる場合は洗濯せずにビニール袋に直接入れます。そのまま持ち帰
　って、ご家庭でお洗濯して下さい。

この他に園内における衛生管理も徹底して行い、発生・感染することのないように努めて
まいります。
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汚れ物について



社会福祉法人 まほろば
たいわっこ保育園

〒９８１-３６３２
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば二丁目２番地の４

電話 ： ０２２－７７９－７７８７
FAX ： ０２２－７７９－７７８６


