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ごあいさつ 

 さくら保育園は，平成 25 年 4 月に，常磐線荒川沖駅の東口から車で 5 分ほどの住宅施

設，商業施設，医療施設等の発展目覚ましい地域の一部に開園しました。 

開園以来，大勢の児童が入園し，園内が活気に満ちています。 

０歳から小学校就学前までのお子様方が安心して保育園で過ごすことができるよう利用

者の皆様と職員が力を合わせてお一人お一人の児童に寄り添い，取り組んでまいります。

皆様方のご支援・お力添えを末永くお願い申し上げます。 

 

社会福祉法人さくら 

                             さくら保育園園長 

 

さくら保育園紹介 

施設の概要 

名  称 社会福祉法人さくら  さくら保育園 

所 在 地 
茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷 2033-336 

電話 029-896-3678  FAX 029-896-3680 

定  員 160 名 

建物構造 鉄筋コンクリート造 平屋建 

 施設の規模 

敷地面積 4977.38 ㎡ 述べ床面積 1312.42 ㎡ 

建築面積 1433.04 ㎡ 屋外遊戯場 1788.98 ㎡ 

駐車場 1066.13 ㎡  

 

 

保育時間 

標準保育 

        平日（月～金）  午前 7 時 00 分～午後６時 00 分 

        土曜日      午前 7 時 00 分～午後６時 00 分 

 

短時間保育 

       平日・土曜日   午前８時３0 分～午後４時３0 分 

 

延長保育 

          平日（月～金）  午後６時００分～午後８時０0 分 
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土曜保育 

   ・午前 7 時 00 分～午後 6 時 00 分（延長保育はありません） 

   ・両親共に就労により保育が必要とされている方に限ります。 

   ・申請書類：土曜保育確認書（年 1 回） 土曜保育利用申請書（毎月） 

   ・給食数の発注があるので、変更は、利用する週の水曜日朝までにお願いします。 

 

クラスの名称 

0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 

はな ほし そら うみ つき にじ 

 

平面図 
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休園日                職員体制 

日曜日・祝祭日                       園長，主任保育士，副主任保育士，保育士 

年末・年始              看護師，栄養士，事務員 

社会的行事や安全管理上        委託栄養士，委託調理師 

休園の必要がある場合         嘱託医師，嘱託歯科医師 

 

 

案 内 図 
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保育園の方針 
 

本園は，児童福祉法に基づいて心身ともに健やかに育成されるよう乳児及び幼児の保育事業を 

行うことを目的とし，その理念を次のように掲げます。 

 

理 念 

１ 健康でたくましい子の育成。 

２ 情操の豊かな明るい子の育成。               

３ 豊かな社会性と生命を大切に思う子の育成。  

 

 

保育園を利用するすべての児童や保護者の方々が安心できる環境を提供いたします。 

 

さくら保育園は さくら保育園の子どもは さくら保育園の職員は 

・明るくさわやかな保育園 ・心身ともに健康な子ども 
・福祉に携わる 

責任と誇りを持つ職員 

・安全で楽しい保育園 
・意欲を持って行動する 

子ども 

・専門性のある洞察力を持ち 

感性豊かな職員 

・信頼と親しみのある保育園 
・人，物，自然を大切にする 

子ども 

・一人ひとりの子どもを慈しみ 

丁寧に関わる職員 

 

こんな子どもを育てます 

 

 

 

 

 

 

 

 

心身ともに健康な子どもを育てます。 

  ・嬉しいときは喜び，怒るときは怒り，悲しいときは悲しみ，楽しいときは楽

しむことができるような，感情表現が素直で豊かな子どもを育てます。 

  ・物事の善悪がわかり，健全な行為や発言，行動ができる子どもを育てます。 

  ・自ら何でも食べて，みんなと遊び，眠り，五感を使って生き生きと生活でき

る子どもを育てます。 

意欲を持って行動する子どもを育てます。 

  ・どんなことにも取り組み，自分で考え，根気よくやり通すことができる子ど

もを育てます。 

人・物・自然を大切にする子どもを育てます。 

  ・子どもたちや大人が一緒になって遊んだり生活したりする中で，優しさ，思

いやり，尊敬する，感謝する等の心を育み，人・物・自然を大切にすること

ができる子どもを育てます。 
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保育園の一日 

 

 

土曜保育は、平日の一日と活動は変わりませんが、登園されるお子様の年齢や人数によ

り保育の形態が変わります。 

0・1・2 歳児 3・4・5 歳児 

 

7：00 

 

 

 

 

9：30 

 

 

 

 

 

 

11：30 

 

 

12：30 

 

14：30 

15：00 

 

 

 

16：00 

  ～ 

 

 

18：00 

19：30 

20：00 

 

保育のはじまり 

順次登園 

健康状態・荷物の確認 

遊び 

 

おやつ 

 

年齢・発達に応じた遊び 

＊外気・自然に触れた活動 

＊異年齢児との交流 

＊行事等への参加 

 

給食（年齢により時間差がある） 

 

 

午睡 

 

めざめ 検温 

おやつ 

年齢別活動 

 

 

順次降園，個別確認 

＊年齢ごとの人数と時間により 

 保育の形態が変動します 

 

延長保育 

おやつ 

保育終了 

 

7：00 

 

 

 

9：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12：00 

 

13：00 

 

15：00 

 

 

 

16：00 

  ～ 

 

 

18：00 

19：30 

20：00 

 

保育のはじまり 

順次登園 

健康状態・荷物の確認 

遊び 

朝の会 

 

年齢・発達に応じた活動 

＊全身の運動 

＊音楽や造形での表現 

＊ことばによる表現活動 

＊異年齢児との交流 

＊自然や地域社会とのふれあい 

＊行事等への参加 

 

給食（年齢により時間差がある） 

歯みがき 

午睡 

 

めざめ 

おやつ 

帰りの会 

年齢別活動 

順次降園，個別確認 

＊年齢ごとの人数と時間により 

 保育の形態が変動します 

 

延長保育 

おやつ 

保育終了 
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年間行事予定 
 

月 主な行事 月 主な行事 

4 月 入園式（親子/土曜日） 10 月 
第２回内科健康診断 

さつまいも堀り体験（4 歳児） 

5 月 

第１回内科健康診断 

保育参観（親子/土曜日） 

尿検査 

運動遊び 11 月 

尿検査 

ふれあい地区館まつり（５歳児） 

第２回歯科健康診断 

発表会リハーサル（園児） 

生活発表会（親子/土曜日）  6 月 

運動会（親子/土曜日）  

第１回歯科健康診断 

じゃがいも堀り体験（5 歳児） 

7 月 
七夕集会（園児） 

水あそび 
12 月 サンタの集い（園児） 

8 月 

まい・あみ・まつり参加 

（５歳児/土曜日） 

おまつりごっこ（園児） 

水あそび 

1 月 伝承遊び 

2 月 

節分集会（園児） 

絵画・制作作品展 

保育参観（親子/土曜日） 

新入園児健康診断 

3 月 

ひなまつり集会（園児） 

お別れ会（園児） 

小学校巡り（５歳児） 

卒園式 

（５歳児親子・４歳児/土曜日）  

9 月 
親子遠足（4・５歳児・金曜日） 

園外保育（３歳児） 

主な行事の他に，各月の日本の文化的な

諸行事や年齢ごとの保育において可能

な活動については，保育の中でとりいれ

ていきます。 

◇乳幼児健康診査（阿見町） 

・４ヶ月児健診 

・1 歳 6 ヶ月児健診 

・2 歳６ヶ月児歯科健診 

・3 歳６ヶ月児健診 

ご家庭から個別に受けて,その結果を 

保育園にお知らせください 

◇予防注射 

受けたときは,お知らせください。 

定期的に実施 

・身長,胸囲測定（内科健康診断月に計測） 

・体重測定    （毎月計測） 

・誕生会     （毎月実施） 

・避難訓練・防犯訓練  （毎月実施） 

・安全のための実施訓練（毎月実施） 

◇避難・防犯訓練は，毎月，身を守るための

訓練を実施します。 

◇安全のための実施訓練は，登降園時の危険

箇所の確認や交通安全についての確認と

指導を毎月，随時実施します。 

◇英語であそぼう（毎週水曜日）4・5 歳児 

◇造形教室（毎月 1 回）4・5 歳児/各月 
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送迎について 

 保育園敷地に入る出入口は４か所あります 

   ・園駐車場から園庭への入り口 

     通常、お子様とその保護者及び来園者が利用 

   ・建物裏側の門 

     給食業者・ゴミ回収業者・病後児保育利用の方が利用 

   ・公会堂側から未満児園庭への入り口 

     緊急用入り口。通常は施錠 

   ・正門（道路側） 

     通常は施錠 

 駐車場は手をつなぎましょう 

   ・自動車 

     駐車場内は最徐行で十分注意してください。 

     エンジンは切ってください。 

     お子様を車内に残したまま車から離れないでください。 

   ・自転車・自動二輪車 

     道路側の駐車スペースに駐車してください 

     自転車は園内に入れることができます。押して歩いてください。 

 ご協力お願いします 

   ・お子様のお迎えは、成人の方に限ります 

   ・病気・自己都合に限らず、欠席される場合は、前日もしくは当日の９時までに 

    必ず連絡してください。場合によっては、こちらから確認の電話をかける事が 

    あります。 

   ・登園時間が９時を過ぎる場合は、給食準備の都合上早めに連絡してください。 

   ・送迎時間や送迎者が普段と違う場合は、あらかじめお知らせください 

 

服装について 

・衣類は動きやすく着脱しやすいもの 

    特に，つなぎの肌着，フードのついた服・上着などはご遠慮ください。 

・履物は，運動靴を着用（サンダル・ブーツ不可） 

 

0･1･2 歳児 3･4･5 歳児 

私服 

カラー帽子（保育園指定） 

（0 歳児は個々に自由な帽子） 

私服 

上履き 

カラー帽子（保育園指定） 

運動着・短パン（保育園指定） 
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連絡について 

連絡 

・お子様の様子を保護者と担任で毎日やりとりします。 

・0～2 歳児クラス（2 歳児クラスは、その年の 11 月末まで） 

掲示板（ホワイトボード） 

  ・保育園での様子を担任が毎日掲示します。 

・3～5 歳児クラス（2 歳児クラスは、その年の 12 月から） 

おたより   

・園だより・保健だより・献立表等は,毎月配布します。 

ご覧になって保管してください。 

・その他，必要に応じてお知らせを，随時，配布します。 

保育時間申請 

  ・入園時に「保育時間申請書」を提出 

住所・電話番号・勤務先・家族構成などの変更があったときは，必ずご連絡 

ください。再提出が必要です。 

 

 

給食について 

自園給食 

 自園給食は、保育園内に調理施設を設置して、専属調理スタッフが給食を作る方式です。 

  

委託会社 

        （株）幼稚園給食  https://y-kyushoku.co.jp/ 

給食費 

 ０・１・２歳児 保育料に含まれています 

３・４・５歳児  6,000 円（所得に応じて免除） 

ゆうちょ銀行から口座引き落とし（毎月１０日） 

乳汁 

 育児用ミルク      明治 ほほえみ 

 フォローアップミルク  明治 ステップ 

離乳食 

 中期（7～8 ヶ月頃 2 回/日）から提供します。 必要書類：離乳食質問票 

アレルゲン食（除去食） 

 卵・乳・甲殻類のアレルゲンに対応しています。その他についてはご相談ください。 

 医療機関を受診し、医師の診察を受けます。 

  必要書類：保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表（厚生労働省） 

 解除する場合  必要書類：食物アレルギー除去食解除の報告 

 

 

https://y-kyushoku.co.jp/
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地域子ども・子育て支援事業 

一時預かり 

（一時保育） 

 

手続きが 

必要です 

（面接有） 

 

平日 

午前 7 時００分～ 

午後 6 時００分 

 

１日５名受入 

 

・利用者 

町内外居住者の満１歳から就学前児童 

＊保育園の状況によりお受けできない場合が

あります。 

・保育料 

  町内（2,000 円/日） 

  町外（2,500 円/日） 

  ＊食事代・おやつ代含む 

病後児保育 

 

手続きが 

必要です 

（面接有） 

平日 

午前 8 時 30 分～ 

午後 5 時 30 分 

 

1 日 5 名受入 

(連続する５日以内) 

 

 

・利用者 

町内居住者の利用希望年度の基準日 4 月 1 日

現在 1 歳以上～概ね１０歳未満の児童 

＊回復期の状況，服用薬，怪我の状況などの 

詳細を明記していただきます。 

＊保育園の状況によりお受けできない場合が 

 あります。 

 別紙（病後児保育のご案内）参照 

・保育料 

  2,000 円/日 食事代・おやつ代含む 

 

延長保育 

 

手続きが 

必要です。 

 

平日 

午後 6 時００分～ 

午後 8 時００分 

 

 

・利用者 

さくら保育園に在籍している児童 

・保育料 

  200 円/1 時間 

＊利用料金は、登降園システムにより算出し

たデータを基に翌月上旬に請求します。 

（登降園管理システムカード使用） 

・提出書類 

延長保育希望確認書 

 

障害児保育 

（面接有） 

平日 

土曜日 

・個別面談を実施し集団保育が可能であれば， 

保護者の希望により町の調整会議で協議・検討

し入園の可否が決まります。 
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発 達 過 程 

 

おおむね６ヶ月未満 
 

子どもは，この時期，身長や体重が増加し，著しい発育・発達が見られます。 

そのため，子どもが示す様々な行動や欲求に，大人が適切に応えることが大切です。 

これにより，子どもの中に，人に対する基本的信頼感が芽生えていきます。特に，身近

にいる母親や保育士が，応答的，かつ積極的に働きかけることでその母親や保育士との

間に情緒的な絆が形成され，愛着関係へと発展していきます。 

この時期は，優しい音声や表情で子どものほうに目線をむけて，あやしたり話しかけ

たりすることが大切です。 

 

 

 

 

おおむね６ヶ月から１歳３ヶ月未満 

 

  この時期，子どもは座る，はう，立つ，つたい歩きを経て一人歩きに至りますが，そ

の時々に，それぞれの動きを十分に経験することが大切です。 

こうした運動面の発達により，子どもの視界が広がり，子どもは様々な刺激を受けな

がら生活空間を広げていきます。 

物に触ったり，つかんだり，物を落とし拾ってもらうなど，大人とのやりとりが重要

です。 ６ヶ月ごろから身近な人の顔が分かり，大人とのやり取りを盛んに楽しみます。

反面，知らない人等に対しては，泣いたりして人見知りをするようになりますがそれは，

特定の大人との愛着関係が育まれている証拠といえるでしょう。 

 

 

おおむね１歳３ヶ月から２歳未満 

 

この時期の子どもの発達の大きな特徴のひとつは歩行の開始です。歩けるようになる

ことは，子どもにとって大きな喜びであり，一歩一歩踏み出しながら行動範囲を広げ自

ら環境に関わろうとする意欲を高めていきます。 

また，大人と一緒に絵本をめくったり，クレヨンなどでなぐり描きをしたりして楽し

みます。そして，自ら呼びかけたり，拒否を表す片言や一語文を言ったり，言葉で言い

表せないことは，指差しや身振りなどで示し，親しい大人に自分の気持ちを伝えようと

します。そして，この時期は，友達や周囲の人への興味や関心が高まります。 
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おおむね２歳 

 

この時期，子どもは歩いたり，走ったり，跳んだりなどの基本的な運動機能が伸び，

自分の体を思うように動かすことができるようになります。 

喜びに満ちた表情で戸外を走り回るだけでなく，ボールを蹴ったり投げたり，もぐった

り，ダンボールなどの中に入るなど，様々な姿勢をとりながら身体を使った遊びを繰り

返し行います。 

また，紙をちぎったり，やぶいたり，貼ったり，なぐりがきをするようになるなど遊

びが広がり自分がしたいことに集中するようになります。 

そのことに十分考慮し，人や物とのかかわりを広げ，行動範囲を拡大することが大切

です。 

 

 

おおむね３歳 

 

この時期，子どもは，基礎的な運動能力が育ち，歩く，走る，跳ぶ，押す，引っ張る，            

投げる，転がる，ぶらさがる，またぐ，蹴るなどの基本的な動作が一通りできるように

なります。 

また，食事，排泄，衣類の着脱等，基本的な生活習慣がある程度自立できるようにな

ってきます。「何でも自分でできる」という意識が育ち，大人の手助けを拒むことが多

くなります。そういった意識が子どもの主体性を育み，意図を持って行動することや自

分の生活を律していくことにつながります。 

言葉については，「おはよう」「ありがとう」などの人と関わる挨拶の言葉を自分か

ら使うようになり，言葉を交わす心地良さを体験していきます。 

 

 

 

おおむね 4 歳 

 

４歳を過ぎる頃から，しっかりとした足取りで歩くようになるとともに，全身のバラ

ンスをとる能力が発達し，片足とびをしたり，スキップをしたりするなど，体の動きが

巧みになってきて運動量も増してきます。 

手先も器用になり，ひもを通したり結んだり，はさみを扱えるようになります。また遊

びながら声をかけるなど，異なる二つの動作を同時に行えるようにもなります。 

子どもは，水・砂・土・草花・虫・樹木といった身近な自然環境に興味を示し，物や動

植物の特性を知り，より豊かな関わり方や遊び方を体得していきます。 

自己を十分に発揮する事と，他者と協調して生活していくという，人が生きていく上

で大切なことを，子どもは，この時期に学び始めるのです。 

自己主張をぶつけ合い，やり取りを重ねる中で互いに合意していくという経験は，子ど

もの社会性を育てるとともに，子どもの自己肯定感や他者を受容する感情を育んでいき

ます。 
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おおむね５歳 

 

起床から就寝にいたるまで，生活に必要な行動のほとんどを一人でできるようになり 

ます。大人に指示されなくとも１日の生活の流れを見通しながら次にとるべき行動が分 

かり，手洗い，食事，排泄，着替えなどを進んで行おうとします。共有物を大切にし 

たり，片づけをするなど自分で生活の場を整え，その必要性を理解するようになります。 

  また，自分のことだけでなく，進んで大人の手伝いをしたり，年下の子どもの世話を

したりするようになります。こうした中で相手の心や立場を気遣っていく感受性を持つ

ようになります。運動能力は，ますます伸び，大人が行う動きのほとんどができるよう

になります。 

縄跳びやボール遊びなど，複雑な運動をするようになるとともに，自ら挑戦する姿が

多くみられるようになります。 

主張のぶつかり合いやけんかが起きても，すぐに大人に頼らず，自分たちで解決しよ

うとする姿が見られるようになります。 

 

 

 

                                   

おおむね 6 歳 

 

  ６歳を過ぎると身体的な成熟と機能の発達に加え，年長として自覚や誇りを持った姿

が見られるようになります。 

全力で走り，跳躍するなど快活に飛び回り，自信を持って活動するようになります。 

跳び箱を跳んだり，竹馬にのったり，ボールをつきながら走ったりなど様々な運動に意

欲的に挑戦するようになります。 

  ６歳児は社会生活を営む上で大切な自主と協調の姿勢や態度を身につけていく時期

であり，友達の主張に耳を傾け共感したり，意見を言い合ったりするとともに，自分の

主張を一歩譲って仲間と協調したり，意見を調整しながら仲間の中で合意を得ていくと

いった経験も必要になります。 

こうした姿勢や態度が生涯にわたる人との関わりや生活の基盤となっていきます。 

時には身近な大人に甘え，気持ちを休めたりすることもありますが，様々な経験や対人

関係の広がりから自立心が高まり，就学への意欲や期待に胸を弾ませます。 

 

 

 

 

それぞれの年齢の特徴を考慮し子どもたちの心を育んでまいります 
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健康管理について 

検温 

・0～2 歳児クラスは、毎朝、体温を測って連絡帳に記入してきてください。 

・2 歳児クラスは、11 月から連絡帳がなくなりますので、クラスで用意してある検温

表に記入してください。 

 

体調の変化 

・保育園で、体調の変化（発熱・下痢・嘔吐症状など）があった時は、保護者の方に

連絡します。状況によっては、お迎えをお願いする時があります。 

・感染を防ぐためにも、医療機関を受診していただくことをお勧めします。 

 

病気の時 

・感染期間中は、お休みになります。 

・感染期間が過ぎた後、家庭での療養（静養）が困難な場合は、病後児保育での対応

も可能ですのでご相談下さい。 

 

薬の預かり 

＊保育園では、薬の預かりは原則として行いません。 

  お子さんの薬の投薬は、本来、保護者の方に与えていただくものですが、やむを得

ない場合、保護者の方と保育園とで話し合いの上、薬の預かりをします。 

  その際、副作用等に関しては、保育園では責任を負いかねますのでご了承下さい。 

 

＊薬の預かりができない場合 

    ・0 歳児クラス 

    ・市販薬 

  ・頓用薬（発作の時、かゆがった時などに服用する薬） 

    ・土曜保育の時 

  ・処方されてから、ご家庭で一度も服用していない時（アレルギー反応や副作用の

心配があるため） 

＊薬を預かる場合 

    ・薬の預かりは、医師により処方されたものに限ります。（処方された通りに服用し

ているものに限ります。期限が過ぎているものは預かれません。） 

    ・「薬品連絡票」に必要事項を記入し、「薬の説明書」・薬 1 回分・コップを直接職員

にお渡し下さい。 

    ・薬は、袋に名前を記入してください。 

     （シロップなどは、1 回分を別容器に入れて下さい。） 
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保育園で怪我をした場合 

＊十分な配慮をして保育を行いますが、万が一、怪我をしてしまった場合は、保護者に

連絡をするとともに応急処置をし、必要が生じた場合は、医療機関に搬送して治療

を受けます。 

    その際、保険証が必要となりますので、保護者の方には、保育園または医療機関に向

かっていただきます。 

  ・医療機関で支払いが生じた時は、保護者の方に負担して頂きます。 

  ・「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」に加入しています。 

医療福祉費支給制度（マル福）または日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の

どちらかを選択していただくようになります。 

（阿見町の場合、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度を優先しています。 

町外利用者の方は、各市町村にお問い合わせください。） 

＜日本スポーツ振興センター災害共済給付対象＞ 

  ・医療費総額が 5,000 円（500 点）以上の場合 

  ・医療費総額が 5,000 円（500 点）未満の場合は、医療福祉費支給制度（マル福）

での対応となります。 

 

 

その他 

＊以下の場合、登園を控えるのが望ましいとされています。 

（厚生労働省：感染症対策ガイドラインより） 

 

  乳幼児の特性（抵抗力が弱く身体の機能がまだ未熟なため）を考慮し、感染予防のため

にもご協力お願いします。 

 

発熱の時の対応 

    ・24 時間以内に 38.0℃以上の熱が出ていた。 

    ・24 時間以内に解熱剤を使用している。 

 

  下痢・嘔吐の時の対応 

    ・24 時間以内に 2 回以上の下痢または嘔吐があった。 

    ・園の基準では、「最後に下痢または嘔吐があった時から 1 日（24 時間）様子を 

みてからの登園」となっています。 

 

  その他の体調の変化 

    ・体調不良等で医療機関を受診した後 

    ・食欲がなく、水分を欲しがらない 

    ・機嫌が悪く、元気がないなど 
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感染性の病気について 
 

感染性の病気の疑いのあるときや，異常があるときは，早めに医師の診察を受けて集団

生活が可能かどうか診断してもらってください。 

  

学校保健安全法施行規則第１８条における感染症について  

               

第一種 

の 

感染症 

エボラ出血熱，クリミア，コンゴ出血熱，痘瘡，南米出血熱，ペスト，マー

ルブルグ熱，ラッサ熱，ポリオ、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(サーズ）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Ｈ５Ｎ１であるものに限る。） 

上記のほかに，感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第

6 条７項から第 9 項までに規定する新型インフルエンザ等感染症，指定感染

症及び新感染症。 

第二種 

の 

感染症 

インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）を除く），百日咳，麻疹 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ），咽頭結膜熱（プール熱），風疹 

水痘（みずぼうそう），結核，髄膜炎菌性髄膜炎 

第三種

の 

感染症 

コレラ，細菌性赤痢，腸管出血性大腸菌感染症，腸チフス，パラチフス 

流行性角結膜炎，急性出血性結膜炎，その他の感染症 

 

 

学校保健安全法施行規則第１８条における出席（登園）停止期間の基準 

 

 第一種の感染症の場合・・・・完全に治癒するまで 

 第二種の感染症の場合（結核、髄膜炎菌性髄膜炎を除く）…＜表１＞の期間（Ｐ１４） 

・ただし，病状により嘱託医師その他の医師において伝染の恐れがないと認めたとき

は，この限りではない。 

結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症の場合 

病状により嘱託医師その他の医師において伝染の恐れがないと認めるまで。 
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＜表１＞出席（登園）停止期間の基準 

第二種の感染症の出席停止期間（結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く） 

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。 

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。 

麻疹（はしか）  解熱した後 3 日を経過するまで 

流行性耳下腺炎 

（おたふくかぜ） 

耳下腺，顎下線又は舌下線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。 

風疹  発疹が消失するまで 

水痘（水ぼうそう）  全ての発疹がかさぶたになるまで 

咽頭結膜熱（プール） 

（アデノウイルス） 

主要症状が消退した後（なくなった後）2 日を経過するまで 

 

条件によって登園停止の措置が必要と考えられる感染症 

（第三種の感染症の登園停止期間のめやす） 

感染性胃腸炎 下痢・嘔吐から回復し、全身状態が良好で普段の食事ができること 

マイコプラズマ 

感染症 

発熱や激しい咳が治まっていること 

（症状が改善し全身状態がよいこと） 

溶連菌感染症 抗菌薬内服後 24～４８時間を経て、解熱し、全身状態がよいこと 

伝染性紅斑 

（りんご病） 

発疹が出現した頃にはすでに感染力が消失しているので、全身状態

がよいこと 

手足口病 主な症状（発しん・水疱など）が治まり、発熱がなく（解熱後１日

以上経過し）、普段の食事ができること 

ヘルパンギーナ 主な症状（口腔内の水疱・潰瘍など）が治まり、発熱がなく（解熱

後１日以上経過し）普段の食事ができること 

ウイルス性肝炎 主要症状が消失し、肝機能が正常化したとき 

流行性角結膜炎 

（はやり目） 

ウイルスで起こる急性の結膜炎で感染力が強い 

医師において感染の恐れがないと認められるまで 

（結膜炎の症状が消失してから） 

突発性発しん 発熱がなく（解熱後 1 日以上経過し）、全身状態がよいこと 

 

通常，登園停止の措置は必要ないと考えられるもの 

とびひ 集団生活の場では、感染予防のため病巣を有効な方法で覆うなどの注意

が必要。浸出液の多い時期は登園を控える方が望ましい 

水いぼ 掻きこわし傷から浸出液がでているときは覆う 

頭じらみ 駆除を開始していること 
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乳幼児突然死症候群[SIDS]（厚生労働省 HP より抜粋） 

 

睡眠中に赤ちゃんが死亡する乳幼児突然死症候群（SIDS）という病気があります。 

 

●SIDS は、何の予兆や既往歴もないまま乳幼児が死に至る原因のわからない病気 

です。 

 

SIDS の予防方法は確立していませんが、以下の 3 つのポイントを守ることにより、 

SIDS の発症率が低くなるというデータがあります。 

 

（1）1 歳になるまでは、寝かせる時はあおむけに寝かせましょう 

    SIDS は、うつぶせ、あおむけのどちらでも発症しますが、寝かせる時にうつぶ

せに寝かせたときの方がSIDSの発症率が高いということが研究者の調査からわか

っています。医学上の理由でうつぶせ寝を勧められている場合以外は、赤ちゃんの

顔が見えるあおむけに寝かせましょう。この取り組みは、睡眠中の窒息事故を防ぐ

上でも有効です。 

 

（2）できるだけ母乳で育てましょう 

    母乳育児が赤ちゃんにとっていろいろな点で良いことはよく知られています。母

乳で育てられている赤ちゃんの方がSIDSの発症率が低いということが研究者の調

査からわかっています。できるだけ母乳育児にトライしましょう。 

 

（3）たばこをやめましょう 

    たばこは SIDS 発生の大きな危険因子です。妊娠中の喫煙はおなかの赤ちゃんの

体重が増えにくくなりますし、呼吸中枢にも明らかによくない影響を及ぼします。

妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばで喫煙はやめましょう。 

これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。 

 

 

乳幼児揺さぶられ症候群（厚生労働省 HP より抜粋） 

 

●赤ちゃんは泣くのが仕事、泣いて当たり前です。 

●泣かれてイライラしても、当然のことです。 

しかし、無理に泣きやませようと激しく揺さぶってしまうと、脳にダメージをきた

してしまいます。これを「乳幼児揺さぶられ症候群」と言います。 

 

揺さぶりによる乳幼児への影響 

赤ちゃんの頭の中はとてももろいので、激しく揺さぶると重大な後遺症が残る可能

性があります。最悪の場合は死にいたることもあります。 
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児童虐待防止対策 
                  （厚生労働省 HP より抜粋） 

 

全ての子どもは、「児童の権利に関する条約」の精神にのっとり、 

適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立が図られることなどを 

保障される権利があります。 

子どもの健やかな成長に影響を及ぼす児童虐待の防止は社会全体で 

取り組むべき重要な課題です。 

 

相談窓口（児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９（いちはやく）」） 

虐待かもと思ったら、お住まいの市町村、児童相談所までご相談ください。 

児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９（いちはやく）」へかけると、お住まいの地域の児

童相談所につながります。 

児童相談所への連絡は、「１８９」もしくは下記の一覧の連絡先をご利用下さい。 

※ 令和元年 12 月３日（火）より、通話料を無料化しております。 

 

児童虐待とは 

身体的虐待 

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる 

など 

性的虐待 

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など 

ネグレクト 

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、 

重い病気になっても病院に連れて行かない など 

心理的虐待 

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子供の目の前で家族に対し

て暴力をふるう（DV）など 

 

 

◇保育園では育児相談を受け付けています。 

 子育ての不安・悩みを一緒に解決していきましょう。 

◇保育園は、保健センター・教育委員会・児童相談所等の関連機関と連携しています。 

◇情報をいただいた方の秘密は守られます。（児童福祉法・児童虐待防止法） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dial_189.html
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苦情申出窓口 
皆様からのご意見やご要望は，保育園の全職員がお受けいたします。 

玄関入口の事務室横に「ご意見箱」を用意してあります。いつでもご意見・ご要望を 

受け付けております。無記名でも構いませんが，その場合は回答ができませんのでご了

承ください。ご回答を希望する場合は，苦情申出（受付）書に記入の上ご投稿ください。 

 

苦情解決 

意見・要望の解決のしくみ 

                    （意見・要望等の内容の確認・報告を受け

た旨の通知を行う） 

サービス利用者（保護者） 

 

（責任者の段階の相談で納得いかない 

場合には，第三者委員に直接相談し 

話し合いへの立会い・助言を求める 

ことができる） 

意見・要望・相談 

意見・要望等の受付担当者 

（意見・要望などの受付・記録） 

［ 担当：主任保育士・副主任保育士 ］ 

 

         （保護者の求めに応じて報告する） 

        報告 

 

  意見・要望等の相談・解決責任者 

（話し合いにより意見・要望等を解決する） 

［ 責任者：園長 ］ 

 第三者委員 

（必要に応じて話し合いに立ち会います） 

             ［ 第三者委員：民生委員や区長等 ] 

 

                      

※ 相談解決の結果（改善事項）は口頭もしくは文書で責任者から報告する。 

※ これらのしくみで解決できない意見・要望等は，茨城県社会福祉協議会に 

設置された運営適正化委員会に申し立てることもできます。 


