
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要事項説明書 
令和 3 年度 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

小金井市認可保育所 

ドリームキッズ小金井保育園 

     
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contents                                    page 
 

■企業理念・保育理念・保育目標・保育方針         ・・・     １      

 

■事業者の概要                      ・・・     ２ 

 

■保育園の概要                      ・・・     ２ 

 

■開園日・開園時間及び休園日               ・・・     ２ 

 

■職員人数及び職員体制                  ・・・     ３ 

 

■保育園の運営基準                    ・・・     ３ 

  

■施設・設備の概要                    ・・・   ３・４ 

 

■園での過ごし方                     ・・・     ５ 

 

■家庭との連絡・連携について               ・・・     ６ 

                       

■保育園の情報                      ・・・     ６ 

 

■保育内容に関する相談・苦情の受付について        ・・・     ６ 

 

■緊急時の対応                      ・・・     ７ 

 

■非常災害時の対策について                ・・・     ７ 

 

■個人情報の保護                     ・・・   ８・９ 

 

■虐待防止                        ・・・  ９・１０ 

 

■料金等について                     ・・・    １０ 

 

■入園説明会・個人面談・健康診断時に行うこと       ・・・    １１ 

 

■内容チェック・ご確認署名捺印欄             ・・・    １１ 
 



 1 

企業理念 
 

《集う一人ひとりが、信じ、信じ合える企業でありたい》 

地域に根ざした保育園。また、利用者の視点を忘れない保育園運営を行って参ります。 

 

保育理念 
 

《健やかに伸びやかに育つ子ども》 

人は、生まれながらにして響きあい、かかわりあう力を持っています。身近な大人によって生命

を守られ、愛情に満ちた心あたたまるふれあいを通して、子どもはやがてやさしさと自己を確立し

ていきます。 

子どもは一人ひとり育つ豊かな可能性も持って生まれてきています。その育ちのスピードは一人

ひとり皆違います。私たちは、子どもは「必ず育つ」という信念を持って保育して参ります。 

乳幼児の育ちを考える時、どんな大人になってほしいのかということをしっかりと見据えて保育

しなければならないと考えます。将来自分で考え、自分で決断して、行動できる、そして自分で責

任を持つことができる大人になってほしいと願います。 

温かい居心地の良い環境の中で、一人ひとりの子どもの気持ちをしっかり受け止め、子どもが自

己を十分に発揮しながら主体的に遊び、生活できる保育園でありたいと思います。 
 

保育目標  
 

心も体も健康な子ども 

思いやりのある子ども 

友達とよく遊ぶ子ども 

自分の気持ちや考えを表現し行動する子ども 
 

保育方針 

 

★ 安全を第一に、一人ひとりの子どもの個性と発達を見守りながら、子どもが安心して生活で

きる環境を用意します。 

★ 自分も他人も大切にする心、感謝の気持ちを育みます。 

★ 仲間や集団、社会へ溶け込むことができるコミュニケーション能力を育みます。 

★ 自分の意志で選択し、決定し、行動する力を育みます。 

★ 家庭や地域社会と連携し、子どもを真ん中に共に育て育ち合える保育園であり続けます。 
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■事業者の概要 

事業者の氏名 有限会社 COCO 

代表者氏名 代表取締役 宮澤 康樹 

法人の所在地 東京都小平市花小金井南町２－１－３４－Ⅱ－１０２ 

法人の電話番号 ０４２－４５２－７８８４ 

■保育園の概要 

名 称 ドリームキッズ小金井保育園 

所在地 東京都小金井市東町３−７−１７ 

認可年月日 平成３０年４月１日 

電話番号 ０４２２－３０－５１３０ 

FAX 番号 ０４２２－３０－５１３１ 

ホームページ URL https://coco-dreamkids.jp 

施設長氏名 三島 こずゑ 

入園定員 ４０名（０歳児-４名・１,２歳児-各６名・３,４,５歳児-各８名） 

保育事業の種類 月極保育（標準時間・短時間保育）/延長保育 

第三者評価の概要 
東京都が認証した評価機関による事業評価を定期的に受審し、その    

結果を情報公開します。（３年毎に実施） 

嘱託医及び委託内容 
健康診断：入園時及び年２回健康診断の実施（０歳児は毎月実施） 

歯科健診：年１回（春）実施 

 

 

 

 

消防訓練 消防計画に基づく消火・通報及び避難訓練を実施 

消防設備 自動火災報知設備・漏電火災警報機・消火器具・誘導灯 

■開園日・開園時間及び休園日 

開園日 月曜日から土曜日 

開園時間 ７：００～２０：００ 

保育標準時間 
７：００～１８：００（１１時間） 

（延長保育時間/１８：００～２０：００） 

保育短時間 
８：３０～１６：３０（ ８時間） 

（延長保育時間/７：００～８：３０・１６：３０～２０：００） 

休園日 日曜日・祝祭日・１２月２９日～１月３日までの年末年始 

※育児休暇中のご利用時間は９:００〜１６:００といたします。 
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■職員人数及び職員体制 

  保育園の職員は下記のとおり在籍しており、毎日の人数は、職員配置基準に基づいて    

下記表の通り配置されます。 

職名 人数 内資格者人数 

施設長（園長） １人 １人 

主任保育士 １人 １人 

保育従事職員（常勤保育士） ９人 ９人 

調理員 ３人 ３人 

保育補助（非常勤含） ５人 ３人 

職員数合計 １９人 １７人 

嘱託医 ２人 ２人 

※人数に変動が生じた場合はお知らせいたします 

嘱託医   

 うちやまクリニック      みむら歯科医院      

     小金井市東町 4-43-15              小金井市東町 4-38-24 

  MK ジェムズマンション 1Ｆ        仲原ビル 1F 

 ☏０４２－３８２－１７１５       ☏０４２－３８２－１１８２ 

 

■保育園の運営基準  

保育園の施設、職員配置、保育料等の運営基準等は、東京都児童福祉施設の設備及び運営

の基準に関する条例。その他法令の定めを遵守いたします。 

 

■施設・設備の概要 

      住  所 ： 東京都小金井市東町３-７-１７ 

      構  造 ： 鉄筋造 ２階建１棟 

      面  積 ： 敷地３００.２３㎡  建物２５７.４７㎡ 

      駐 輪 場 ： 送迎用あり 

 



 4 

 

 

 

■ドリームキッズ小金井保育園　開設工事

Ｃ-09案rev05
敷地面積： 300.23 ㎡ 90.81 坪

建築面積： 従前 0.00 ㎡　

変更 148.73 ㎡　

差 148.73 ㎡

延床面積： 従前 0.00 ㎡　

変更 264.37 ㎡　 1階（㎡） 144.21 2階（㎡） 120.16

差 264.37 ㎡

(室） ※特記無きは壁芯面積 1階 2階 計

1 保育室1（0才児） 17.47

1 保育室2a（1才児） 25.78

1 保育室2b（2才児） 12.95

1 保育室3（3～5才児） 52.41

56.20 52.41 108.61 108.61

調理室 1 12.69 12.69 12.69 2階ﾘﾌﾄは除外

医務室 - 事務室兼用 - - （1.75㎡）

1 沐浴・園児トイレ 8.60

1 園児トイレ 6.38

計 8.60 6.38 14.98

調乳室 1 調乳室 2.33 2.33 2.33

沐浴室 1 沐浴・園児トイレ兼用 - -

事務室 1 医務室兼用 9.46 9.46 9.46 含む医務1.75㎡

1 休憩・更衣室 14.48 14.48 14.48

計 0.00 14.48 14.48 14.48

小　計 89.28 73.27 162.55 162.55

廊　下
その他

1 その他 54.93 46.89 101.82 101.82

1階 2階 合計 増減
変更前
合計

144.21 120.16 264.37 264.37

2才～
人数 必要面積 総面積 屋外（園庭） 屋上 代替場所 備考

30 99.00 ※ 46.81

＠3.3㎡

2017.12.14
Kawamukai DESIGN一級建築士事務所

種　別
室　名 室面積（㎡）

増減（㎡） 備考

保育士室

乳児室
ほふく室

（※有効面積）
43.25 43.25

※保育室2aは仮
想ｴﾘｱ面積

保育室
遊戯室

（※有効面積）
65.36 65.36

※保育室2bは仮
想ｴﾘｱ面積

保育室・乳児室　他　計

便　所
(園児用)

14.98 14.98

合　計　（　＝　　保育所延床面積　）

屋外遊戯場

変更前



 5 

🌳 園での過ごし方 🏠
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■家庭との連絡・連携について  

毎日の連絡帳や登降園時の会話を通して、ご家庭と共に子どもの２４時間の生活を支え

合い、子どもの成長・発達の姿や園で行っていること、大事にしていることなどを共有し

ながら、ご家庭と一緒に子どもの豊かな成長を見守り支援していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

★年２回の個人面談実施により児童一人ひとりについて情報交換を行い以降の保育に役立

てます。 

  ★年２回、保護者代表者及び第三者を加え運営委員会を行います。 

 

■保育園の情報  

★ 毎月発行される「おたより」により園情報の発信をしております。 

★ 保育園の「全体的な計画」は毎年更新され、都度保護者へ開示いたします。 

 

■保育内容に関する相談・苦情の受付について 

  保護者の皆様から安心してお預けいただけますように、いつでもご意見やご要望をお受け

しております。どのような事でもお気軽にご相談ください。 

★ 受付は、面接・文書・電話などの方法で受付けます。 

★ ご要望等につきましては年２回の運営委員会において話し合います。なお、要望事項

は保護者代表者が集約できるようにするため「意見箱」を玄関正面の下駄箱上に設置し

ております。 

相談・苦情相談窓口       各職員 

相談・苦情解決担当       園長  三島 こずゑ  

第三者委員            斉藤あつし  

☏ 042-341-0915（10 時〜17 時）、携帯 090-1046-6484 

連絡帳 

・保育園とご家庭での様子を相互に連絡し合うために連絡帳を活用します。 

・体温、食事、排泄、遊びや挑戦している事、できるようになった事、失敗したこと、 

伝えたい事などできるだけ詳細にご記入をお願いいたします。 

・家庭と保育園での２４時間のリズムを大切にしていきたいと思います。 

※令和３年４月以降 キッズリー（ICTシステム）導入予定 
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■緊急時の対応 

  保育中に急激な体調の変化があった場合は、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先へ

連絡をし、嘱託医もしくは主治医へ連絡をとるなど必要な措置を講じます。ただし、保護者

様と連絡がつかない場合には、お子様の生命の安全を優先させ、当園が責任を持って、しか

るべき対処を行いますので、あらかじめご了承願います。 

 

■非常災害時の対策について 

★大規模地震対策特別法に基づく警戒宣言等が発令されたときは、防災マニュアルに基づ

き児童の安全を優先に、速やかに避難します。 

  ★園では、災害に備えて毎月避難訓練を実施しするともともに、年に１度保護者様も対象

としたお子様を引き渡すための訓練を実施します。入園時に「緊急避難時児童引き取

りカード」を発行致しますので、大切に保管して下さい。 

★当園では、緊急時の一斉メール配信システム「安心伝言板」をご用意しております。ご

入園後携帯電話等による登録作業を行って頂きますので宜しくお願い致します。 

 

一時避難場所          広域避難場所 

小金井市立東小学校       栗山公園  

（東町４丁目２５－６）      （中町２丁目２１番） 

      

 

 

 

 

 

賠償責任保険の加入 

   

 

           

保育園携帯電話：080-4378-7306 

 

 

１事故につき 

 

 

当園の責任に帰すべき事由によりお子様に損害を与えた場合に備

え、賠償責任保険に加入しております。なお、不可抗力による事故

の場合は、保険対象外となる場合もございます。 

 

５億円 
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■個人情報の保護     

 

ドリームキッズ小金井保育園に於ける個人情報の保護の方針 

 

有限会社 COCOおよびドリームキッズ小金井保育園は、園児および保護者・家庭に関する個人

情報の取り扱いについて『個人情報の保護に関する法律』（以下、『個人情報保護法』と呼

ぶ。）及び関連法令等を遵守し、下記の方針に基づいて個人情報の保護に努めます。 

 

 (基本理念)  

1、 ドリームキッズ小金井保育園 (以下「当園」という)では、『個人情報保護法』第 3条に

おいて「個人情報は、個人の人格  尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであ

る」とされていることを踏まえて、個人情報を取り扱う全ての者が、個人情報の性格と重

要性を十分認識し、その適正な取り扱いを図ります。 

 

 (個人情報の利用目的)  

2、当園では、保護者より口頭もしくは文書により提供を受けて得た個人情報、又は日々の保

育業務を通して得た個人情報を、『児童福祉法』および厚生労働省編『保育所  保育指針』

が示している保育所保育の円滑な実施以外の目的で使用することはありません。 

監督官庁への各種届出、法律に定めるところの必要書類作成、各種募集等、情報主体の利益

享受及び権利の行使に必要と認められる場合は、正当な目的に限り使用します。 

 

利用目的    

(1)  園児募集並びに入園に関する業務 

  (2)  保護者との連絡に関する業務 

(3)  園児の保育に関する業務 

(4)  園児の記録管理に関する業務 

(5)  園児の健康状態把握に関する業務 

(6) 卒園児の確認に関する業務   
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 (収集する個人情報の種類) 

3、当園では、園児を保育するにあたり、面談表・児童表・入園までの生活状況等、必要最低

限の情報は  収集させていただきます 

個人情報の提供を依頼する時は、その収集目的、提供拒否の可否を明確にし、適正に使用し

ます。 

 

 (個人情報の第三者への提供の制限) 

4、当園では、『個人情報保護法』第 23 条に規定されている下の各号に該当する場合を除い

て、保護者の同意を得ないで第三者に個人情報（個人データ）を提供することはありません 

⑴ 法令に基づく場合 

⑵ 人の生命、身体又は財産の保護の為に必要がある場合であって、本人の同意を得ること

が困難な場合 

⑶ 公衆衛生の向上又は園児の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であり、本人

の同意を得ることが困難な場合 

⑷ 国の機関も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の遂行に支

障を及ぼすおそれがある場合 

 

 (個人情報の管理)  

5、当園は、利用する個人情報 (個人データ)を正確かつ最新に保つよう努めるとともに、漏洩 

(ろうえい)滅失、又は毀損(きそん)の防止、その他の安全管理のために必要かつ適切な措置

を講じます。また、利用目的を失した個人情報については、法令等に定めのあるものを除

き、 確実かつ速やかに消去するものとします。 

 

（秘密保持）  

事業者及びその従業員（であった者も含む）は、保育事業に関して知り得た児童及びその保

護者等の秘密を、法律に定められた場合等、特段の理由がない限り他に漏らしません。 

 

■虐待防止     

事業者は、市の指導の下、利用者（主に児童）に対する虐待を早期に発見し、迅速かつ適切

な対応を図るため次の措置を講じるものとします。 

(1)事業者は虐待防止に関する責任者を選定します 
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虐待防止責任者 園長   三島 こずゑ 

 (2)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施。 

  詳細な虐待防止マニュアルを用い、職員会議などの際に全職員に徹底致します。 

 

■料金等について 

 

★延長保育は１歳児クラスより利用可能。（０歳児クラスは利用できません） 

★月極で保育時間の延長を希望される場合は、毎月２５日までに、お申込み下さい。翌

月よりお受けします。 

★定期的に延長保育を行う必要はないが、急な仕事等で延長保育が必要な場合は、スポッ

ト延長保育を利用できます。必ず事前にご連絡をお願いします。 

★電車遅延・交通渋滞等の理由であっても延長料金は発生致しますのでご了承ください。 

★延長料金等は翌月１日に集金させて頂きます。 

★副食費は翌月１日に集金させて頂きます。（小金井市以外在住の２号認定児童対象） 
※ 保育料が無償である生活保護世帯やひとり親世帯等については、副食費の免除が御座い

ます。詳しくは当該市区の保育課へお問い合わせ下さい。 

 

 

 

延長保育月極め利用 保育標準時間 

１８：００～１９：００ １時間 ３,０００円 

１８：００～２０：００ ２時間 ６,０００円 

延長保育スポット利用 

保育標準時間 １８：００以降 

３０分 ３００円 

保育短時間 

７：００～ ８：３０ 

１６：３０～２０：００ 

補食代 
１９：００以降の延長保育利用時に提供

（当日の１５：００まで要予約） 
１食 ２００円 

副食費 
小金井市以外に在住の２号認定児童対象の

副食費負担 
月額 ４,５００円 
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保護者様記入欄 (重要事項説明書２部ともにご記入をお願いします) 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

           

■入園説明会  ・重要事項説明書の内容をご確認後に記名捺印をいただきます。 

        （ 印鑑をお忘れにならないようお願いいたします ） 

・入園のしおり及び必要事項つきましてご説明をさせていただきます。 

■個別面談   ・個別の日時をご案内させていただきます。 

（ お子様もご一緒にお連れください ） 

■健康診断   ・嘱託医(うちやまクリニック・内山先生)に各自で行き受診をお願いしま

す。 ※必ず個別面談までに受診を済ませてください。 

 

 

 

以上、ドリームキッズ小金井保育園重要事項説明書の内容について同意いたします。 

令和  年  月  日 

 

保護者氏名                 印 

① 「企業理念・保育理念・保育目標・保育方針」についてご確認いただけましたか    はい□ 

② 「保育園の概要」についてご確認いただけましたか                 はい□ 

③ 「開園日・開園時間及び休園日」についてご確認いただけましたか          はい□ 

④ 「施設の概要」についてご確認いただけましたか                  はい□ 

⑤ 「職員人数及び職員体制」についてご確認いただけましたか             はい□ 

⑥ 「園での過ごし方」についてご確認いただけましたか                はい□ 

⑦ 「家庭との連絡・連携」についてご確認いただけましたか              はい□ 

⑧ 「運営委員会」についてご確認いただけましたか                  はい□ 

⑨ 「保育内容に関する相談・苦情」についてご確認いただけましたか          はい□ 

⑩ 「緊急時の対応方法」についてご確認いただけましたか               はい□ 

⑪ 「非常災害時の対処方法」についてご確認いただけましたか             はい□ 

⑫ 「延長保育等」についてご確認いただけましたか                  はい□ 

⑬ 「入園のしおりの内容」についてご確認いただけましたか              はい□ 


