
社会福祉法人慈愛会 宮古市花輪保育所 重要事項説明書 

１、保育所施設の概要 

施設名  社会福祉法人慈愛会 宮古市花輪保育所 

住 所  〒０２７－００３５ 宮古市花輪第４地割２－１  TEL・FAX ０１９３（６９）２２４９ 

定 員  ６０名（６か月～就学前児童）１号認定の方はご利用はできません。 

規 模  開設年月日 Ｓ４８．４．１      委託年月日 R２．４．１ 

     敷地面積  １，９３７．６４㎡ 

     建物面積  ５４６．７５㎡ 

     構 造   木造平屋建 

          設置者   宮古市 

環 境  宮古市の中心部からおよそ８㎞に位置し、保育所より北方２㎞に国道１０６号線あり。県市道
の改良が進み、市の中心部まで車で 10 分程度。周囲には花輪小学校、花輪中学校、簡易郵便
局、農協等もあり花輪地区の中心部であるが、農業地帯でもあり静かな場所である。 

開所時間 ７：３０～１８：３０ 

保育標準時間 開所時間のうち 大利用可能時間 １日１１時間 

保育短時間  開所時間のうち 大利用可能時間 １日８時間（８時間を超えないようにお願いします） 

 

 

２．施設の目的及び運営方針 

宮古市花輪保育所の「保育目的及び運営方針」は「保育理念及び保育目標」として以下の通り示してあり

ます。 

運営方針 

・宮古市花輪保育所（以下、「当所」という）は、保育を必要とする乳児及び幼児を日々受け入れ、保育業務を

行う事を目的とする。 

・「当所」は、保育の提供に当たっては、入園する乳児及び幼児（以下「利用乳幼児」という）に 善の利益を

考慮し、その福祉を積極的に増進することに もふさわしい生活の場を提供するように努めるもとのする。 

・「当所」は保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、利用乳幼児の状況や発達過程を

踏まえ、養護及び教育を一体的に行うものとする。 

・「当所」は利用乳幼児の属する家庭や地域などの様々な社会資源と連携を図りながら、利用乳幼児の保護者に

対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うように努めるものとする。 

・「当所」は「児童福祉法」（昭和２２年法律第１６４号）その他関係法令を尊守し、事業を実施するものとす

る。 

保育理念『慈愛と奉仕』 

 社会福祉法人慈愛会の管理する宮古市花輪保育所は、児童福祉法に基づき「保育を必要とする」乳幼児の保

育を行うが、保育にあたっては児童の人権や主体性を尊重し、児童が心身ともに健やかに育成されるよう保

護者や地域社会と力を合わせ、児童の福祉に積極的に増進し、地域における多様な子育て支援サービスを行

う。なお、多様な子育て支援サービスを積極的に進めるために、所長は地域の特性と必要とされる支援を認

識し、迅速に適切なサービスを提供する。職員は児童の処遇向上のために努め常に研鑽し、職員相互の意思

疎通を高め、サービスの向上を図るものとする。 

 
 
 



保育目標 

「じょうぶなからだ」 

・歩く、走る、跳ぶなど戸外での活動を十分に楽しむ。 
・健康で十分な発育ができるように薄着の習慣を身につける。 
・運動や休憩、栄養をとり、規則正しい生活を送り、自ら安全を守るような生活習慣及び生活態度を身につけ

る。 
・くつろいだ雰囲気の中で、情緒が安定し、意欲的に遊ぶ力を育てる。 

「ゆたかなこころ」 

・生活の中でことばへの興味や関心を育て、豊かな情緒、思考力、表現力の基礎を培う。 
・自然の世界に多く触れ、豊かな体験を通して自分なりに物を見たり感じたり考えたりして、豊かな感性と創

造性の芽生えを培う。 
・自然に対する知的興味や関心を育て、思考力、認識力を培い、科学的に観察する力を養う。 

「がんばりぬくこども」 

・友だちと関わり活動する中で、正しいと思う事をわかりやすく話し、行動する力や困難に立ち向かい我慢す
る力を育む。 

 
３．提供する特定教育、保育の内容 

提供する特定教育・保育の内容は「保育理念・保育目標」を具体的な働きとして保育方針として定めていま

す。その内容は以下の通りです。 

 

保育方針 

 保育方針は「保育所保育指針」に依拠して定められる。職員が保育に臨む基本的姿勢にあっては、子ども

や家庭に対してわけへだてなく保育を行い、人権を尊重しプライバシーを保護する事を第一義とする。ま

た、常に利用乳幼児の 善の幸福を願うために保護者から意見や要望があれば真摯に傾聴し、不明なとこ

ろがあれば平易に説明をして、よりよい保育のために努力研鑽することを基本とする。 

① 子どもの健康と安全を基本として保護者との協力連携の下に家庭養育の補充を行う。 

② 子どもが心身ともに健康で安全な生活ができるように細心の配慮をし、多くの自然体験の中で感動し、

命の大切さを学びとる環境を用意し、健全な心身の発育を図る。 

③ 集団の中でたくましく育ち、協調性とねばり強さを身に付けた個性の輝く子どもを育てる。 

④ 乳幼児などの保育に関する要望や意見、相談に際しては、常に保護者との意思疎通をはかり相互の信頼

関係を構築した中で、謙虚に意見要望を聞き、専門的知識技術を持って子どもの特性を深く理解し、保

護者の相談に懇切丁寧に説明、助言を行う。また、緊急の課題に対しては全力を尽くし問題解決に当た

るものとする。 

 

４．職員の職種、職員数及び職務の内容 

 当所は保育業務、給食業務、地域子育て支援業務を行っています。職種・職員数は以下の通りです。ただ

し、利用乳幼児数によって変動することがあります。 

  所長 １名  主任保育士 １名  保育士 ６名   

  栄養士兼調理師 １名  調理師 １名  事務員 １名     計 １１名 

 

 

５．日常保育の内容 

０．１．２歳児クラスは０歳児（ひよこ組）、１歳児（りす組）、２歳児（こあら組）として保育を行いま

す。主な保育内容は、保育者との遊び、睡眠、食事、清潔等生活援助が基本となっています。個々の成長に合

わせてミルクや離乳食を提供し、午前・午後のおやつを提供します。午前のおやつ前、午睡後などに検温を行

い体調管理に努めます。 



 ３．４．５歳児クラスは３歳児（うさぎ組）、４歳児（きりん組）、５歳児（らいおん組）として保育を行い

ます。全体的な計画を元に作成したそれぞれの年齢別の年間保育計画を基本にして月の保育計画を立て、その

計画にそって遊び・運動・散歩・製作・リズム・歌・交流・食育活動等の活動を行います。 

 いずれのクラスも利用乳幼児数などを考慮し、年度によって混合クラスになる場合があります。１日の流れ

につきましては「入所のしおり」をご覧ください。土曜日は年齢別の保育ではなく合同保育となります。土曜

保育を希望される方は利用申込書を提出してください。 

 アレルギーのある場合には除去食、代替食を提供します。子ども達の成長段階において肥満や痩せ等の問題

が見らえた場合は随時面談を行い、利用される家庭と協力連携を深めます。食物アレルギーの症状のある場合

は専門の医療機関で受診し、診断書を提出してください。それに伴い除去食や代替食を提供します。保育中に

アレルギー症状が発症した場合は随時ご家庭に連絡し、受診していただき、その結果に従って対応を検討しま

す。 

 
６．施設の利用に関する留意事項 
① 朝の利用開始時、玄関入口まで保護者と一緒に登園してください。特に０～２歳児の保護者の方は直接職

員にお子さまを預けてください。帰宅時も同様に職員からお子さまを受け取りお帰りください。保育所前
はバス路線です。交通事故等には十分お気をつけいただき、車を駐車する際は所定の駐車場をご利用くだ
さい。路上駐車はしないでください。思わぬ事故につながる可能性がありますので、必ずエンジンを切っ
ていただき、鍵をお持ちください。また、チャイルドシートを必ず使用しましょう。保育所に届け出てい
ない方が送迎する場合、事前に保育所に保護者の方がご連絡ください。連絡がない場合はお子さまをお渡
しできません。 

② 緊急時の連絡等に対応するために保護者の方の第一連絡先～第三連絡先、代理人を決定しておしらせくだ
さい。 

③ 保育所を欠席する場合は９時頃までに必ず連絡をしてください。病欠の場合はお子さまの症状、通院の有
無、診断を受けた医師からの指示等もお知らせください。 

④ 土曜日は半数ほどの職員で保育をしていますが、安全に保育をする為にも職員体制を整える必要がありま     
す。土曜日の保育を希望される方は土曜保育利用申込書をお渡ししますので、前月１５日頃までに提出を
お願いします。また給食の準備の都合もありますので遅くとも利用される週の水曜日までにおしらせくだ
さい。宮古市花輪保育所では児童福祉法に基づき「保育を必要とする」乳幼児の保育を行っています。お
仕事がお休みの時などはご家庭でお子さまと過ごす時間も大切にしてください。 

⑤ 安全管理のために９：３０～１５：００頃まで施錠しています。ご用の方はインターホンでおしらせくだ
さい。 

⑥  保育所から出欠カードを兼ねたおたより帳をお渡ししますので、毎日持たせて下さい。また、子育てを一
緒にしていくための連絡ノートもお渡ししますので大いに活用して家庭と保育所との連携を深めていきま
しょう。内容を確認しましたらサインをお願いします。 

⑦  毎月のおたよりで、保育のねらい・行事予定・子どもの姿・保育所からの連絡等をお知らせします。ご意
見、ご要望がありましたらお知らせください。 

 

７．緊急時における対応    

利用乳幼児が熱や嘔吐など急に体調を崩した場合、緊急を要する怪我やその他事故などがあった場合はその旨 

を保護者の皆様に連絡いたします。通院などの必要がある場合は対応をお願いします。ただし、命の危険性が 

ある場合は保育所で対応します。その場合連絡が後になる場合もあります。保育中に起きた事故に対応するた 

めに日本スポーツ振興財団の災害共済制度、学校安全互助会、その他事故に対応する保険に加入しています。     

 

８、非常災害対策について    

火災時、災害時において児童の安全を守るため、毎月１回火災や災害を想定した避難訓練を実施いたします。 

実際に地震及び津波、台風や大雨などによる河川の氾濫やがけ崩れ等の自然災害が予測される場合には予告な 

く休所する場合もあります。その場合個別に保育所から保護者の皆様に連絡いたします。ただし、災害により 

電話等の回線が被害を受け、連絡ができない場合は迎えに来るまで保育所で子ども達を待機させておくか、行 

き先を保育所や避難所に掲示します。警報や避難指示がでた場合には早目の迎えやご家庭での保育にご協力を 

お願いします。また注意報や避難勧告・避難準備指示の場合にも可能な場合はご家庭での保育をお願いします     



９．保育所でお預かりする薬について 

  薬は原則的にご家庭でお願いいたしますが、必要な場合は保護者と保育所側で話し合いのうえ、保育者が

薬を預かり保護者の代わりに薬を与えます。以下の事を厳守してください。 

① 保護者記載の投薬連絡票を必ず添付してください。事故等を防止するため、投薬連絡票の提出のない薬はお

預かりできません。 

② 医療機関から処方の薬のみお預かりします。市販の薬、解熱剤、座薬はお預かりできません。 

③ １回分を持参してください。水薬は小さな容器に移してください。また必ず記名してください。 

④ 長期間継続して服用しなければならない薬の場合はご相談ください。 

⑤ 吸入器などの医療行為は当所では実施できません。 

⑥ 医療機関を受診の際は当所に通っている事を医師にお伝えください。 

 
１０．感染症対策 

毎朝の検温にご協力をお願いします。体温はおたより帳のその日の欄にご記入をお願いします。熱が出た場

合、感染症のおそれもありますので解熱していても次の日１日はご家庭で様子を見て下さい。感染症にかか

った時はすぐにご連絡ください。また、医師の許可を得てから登所させてください。感染症に罹った場合は

感染を防ぐために一定期間のお休みが必要です。ご理解・ご協力をお願いします。また、集団感染を防ぐた

めにご家族が感染した場合もご都合のつく場合は家庭での保育をお願いします。なお、施設内感染の急速な

拡大が予測された場合にも休所する場合があります。 

 

登所する際に医師の判断が必要な病名 
病 名 登所のめやす 

麻しん（はしか） 解熱後３日を経過してから（解熱した日は除く） 

インフルエンザ 発症後５日が経過し、かつ解熱後３日を経過してから 

風しん 発疹がすべて消失してから 

水痘（水ぼうそう） すべての発疹が痂皮化してから（かさぶたになってから） 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発言してから５日経過し、かつ全身

状態が良好になってから 

結核 医師により感染の恐れがないと認められてから 

咽頭結膜熱（プール熱） 発熱、充血等の主な症状が消失した後２日を経過してから 

流行性角結膜炎 結膜炎の症状が消失してから 

百日咳 特有の咳が消失してから又は適正な抗菌性物質製剤による５日間の治

療が終了してから 

腸管出血性大腸菌感染症 

（O157,O26,O11 等） 

医師により感染のおそれがないことが認められてから 

（２回以上連続で便から菌が排出されなければ） 

急性出血性結膜炎 医師により感染の恐れがない事が認められてから 

侵襲性髄膜炎菌感染症 

（髄膜炎菌性髄膜炎） 

医師により感染の恐れがない事が認められてから 

溶連菌感染症 適正な抗菌薬服用後 24～48 時間が経過してから 

マイコプラズマ肺炎 発熱や激しい咳が治まってから 

手足口病 発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれるように

なってから 

伝染性紅斑（りんご病） 全身状態が良くなってから  



ウィルス性胃腸炎（ノロウィルス、

ロタウィルス、アデノウィルス等） 

嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれるようになってから 

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ように

なってから 

ＲＳウィルス感染症 呼吸器症状が消失し、全体状態がくなってから 

帯状疱しん すべての発しんが痂皮化してから（かさぶたになってから） 

突発性発しん 解熱し機嫌が良く全身状態がよくなってから 

＊厚生労働省「保育所における感染症対策ガイドライン」より 

１１．嘱託医 

当所では、以下の医療機関と嘱託医契約をしています。 

 内科：川原田小児科医院       院長：川原田隆司  ０１９３（６４）４８４５ 

 歯科：さいとう歯科矯正クリニック  院長：齋藤祐一   ０１９３（６２）３１９６ 

内科検診、歯科検診は年２回実施しております。実施月は「入所のしおり」に記載しております。 

 

１２．虐待防止のための措置に関する事項 

当所は利用児童の人権擁護及び虐待防止のために努力いたします。実際に虐待等で子どもの人権阻害された事

実やその恐れが予測される場合には、他の機関と連携して必要な対応を行います。 

 

１３．要望・苦情に関する相談窓口 

当所では、要望・苦情に関する窓口を以下の通り設置しています。 

ご利用相談窓口 

担当者 佐々木未緒（所長）・佐々木明子（主任保育士） 宮古市花輪保育所 ０１９３（６９）２２４９ 

第三者委員 阿部剛夫（主任児童委員） ０１９３（６９）２３５０ 

藤田博範（主任児童委員） ０１９３（６９）２０２３ 

投書箱を玄関に設置しておりますのでご意見・ご要望等ありましたらご利用下さい。 

 
１４．個人情報について 

① 保育に関するおたより等に子ども達の写真を掲載することをご了承ください。また、外部からの講演（演

劇や読み聞かせ等）の関係者がＨＰ等に保育所内の様子を掲載することがあります。掲載を希望されない

場合は事前にお申し出ください。 

② 保育によって知り得た個人情報は保健、健康維持等の公的機関また小学校などの教育保育関連機関等と連

携共有いたします。子ども達の成長を支える以外に、保育に関係のない外部団体や他社へ漏洩することは

いたしません。 

③ 保育所行事等の際に家庭用カメラで保護者の皆様が撮影された写真、動画に関しましても、お子様以外の

園児が特定される写真をＳＮＳ等インターネットやその他へ掲載をされる際には十分ご配慮いただきます

ようよろしくお願い致します。他の園児の名前、顔、名札などの個人を特定できる形での写り込みには十

分注意してください。 

 

 

 

 

 



（様式１） 

 

重要事項説明書の同意書 

 

社会福祉法人慈愛会 

宮古市花輪保育所 所長 佐々木 未緒 宛 

 

社会福祉法人慈愛会 宮古市花輪保育所（以下当所）を利用するにあたり重要事項についての説明

を実施いたしました。 

 

事業者所在地 〒027－0202 

          岩手県宮古市赤前第３地割 14-11 

 

法人名  社会福祉法人 慈愛会 

 

施設名  宮古市花輪保育所 

 

代表者  理事長 小関 憲一 

 

 

当所を利用するにあたり重要事項についての説明を受けました。重要事項で記載されている 

宮古市花輪保育所の運営・保育方針、施設の利用に関する留意事項等に同意し、保育を受け 

る事を希望します。 

 

保育所利用者 

住 所                             

保護者氏名                      印    

利用園児名                           

（兄弟姉妹がいる場合は一緒に記載してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式２） 

 

個人情報使用同意書 

 

下記児童及びその保護者等に係る個人情報については、以下の目的のために必要 小限の範囲内

において使用することに同意します。 

 

・小学校への円滑な移行、接続が図れるよう、卒園に当たり入学する予定の小学校との間で情報

を共有すること 

・他の保育所等へ転園する場合その他兄弟姉妹が別の施設等に在籍する場合において、他の施設

との間で必要な連絡調整を行うこと 

・児童の発達について、病院その他専門機関に対し必要な情報提供を行うこと 

・緊急時において、病院その他関係機関に対し必要な情報提供を行うこと 

 

宮古市花輪保育所  所長 佐々木 未緒 宛 

 

  年  月  日 

 

保護者住所：                          

利用園児氏名                          

保護者氏名：                   印      

園児からみた続柄：                       


