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極楽保育園のしおり

ようこそ、極楽保育園へ
ご不明な点やご質問がありましたら、お近くの職員までおたずねください。

保育園概要
形態
所在地・連絡先
ホームページ
設置者
創立
園長
園児数

名古屋市私立認可保育園
〒465-0064 愛知県名古屋市名東区大針 1-266
TEL・FAX 052-703-7007
http：//gokurakuhoikuen.ed.jp/
社会福祉法人 高針福祉会
理事長 加藤 重雄
昭和 55 年（1980 年）12 月 18 日
加藤 由美
定員 120 名

※今年度職員名は、後日、写真と一緒に配布します。

子育て支援センター「ごくらく」
名古屋市の子育て支援の一環として、0～3 歳児
位の未就園児とその保護者を対象に、園庭開放や
相談事業などの活動を行っています。

極楽保育園
子育て支援センター「ごくらく」
TEL：052-703-7018

行事等、一緒に参加させていただく場合があり
ます。どうぞご理解、ご協力のほど、宜しくお願い致します。

保育目標

よく遊び、よく食べ、よく眠る、元気な子。
 裸足保育、園外保育や遠足ごっこ。季節的な諸行事を通し、喜びや楽しみの中で、心身を鍛える。
 基本的生活習慣が身につき、また給食を通して、幼児の成長に必要な栄養の補給と偏食の矯正をは
かる。
 友達と協力し、異年齢の子どもたちと支え合って遊んだりする中で、自然や社会での出来事に関心を
持ち、また人との心の触れ合いや楽しさを味わわせる。
 感じた事や考えた事を工夫し、色々な方法で素直に表現したりするが、相手の立場も理解する態度を
養う。
 遊びを通し、就学前に必要な知識の習得をはかる。
 生活上、必要な習慣や技能を身に付けさせ、自立への基礎を養う。
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施設
敷地面積

1450 平方メートル

構造

鉄筋コンクリート、一部 2 階建て

内訳

保育室（6 部屋）
、乳児室、沐浴室、遊戯室、調理室、調乳室、職員室、プール、園庭、
他

駐車場について
来園時の駐車場は下図の通りです。図のように前向きに駐車してください。
 多勢の方が使用できるよう、なるべく詰めて駐車してください。
 行事等で来園する際にも、空いている場合は使用して構いません。

門

保育園
玄関
この向きに
前向き駐車

（歩 道）
（道 路）
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マンション

極楽保育園のしおり

保育対応状況
入所可能年齢
産休明け（生後 8 週間）から小学校就学前まで

保育時間と曜日
 保育時間は、原則的に、就労時間に通勤時間を加えたものとします。
 早朝保育、夕刻保育、延長保育を希望される方はお申し出ください。
 開園曜日・時間：月曜日～土曜日 7：00～19：00
月曜日～金曜日

土曜日

早朝保育

7：00～9：00

7：00～9：00

平常保育

9：00～15：30

9：00～12：00

夕刻保育

15：30～18：00

12：00～18：00

延長保育（有料）
（
「その他諸費用」参照）

18：00～19：00

18：00～19：00

コアタイム

8：00～16：00

8：00～16：00

※ 19：00 以降の保育については、原則的に行っておりません。詳しくは、保育士までお尋ねください。

慣らし保育について
保育園に慣れるために、最初は短い時間で保育します。（慣らし保育）
徐々に保育時間を長くしていき、約２週間程で通常保育となります。個人差がありますので、期間や時間は相談
して決めていきます。ご協力よろしくお願い致します。

特別保育
対応している保育

対応していない保育

 地域活動事業（年 4 回程の老人ホーム慰問・ 3～5 歳児）
 障害児保育
 産休あけ児童（原則として生後 57 日目から生後 6 ヶ月未満の
児童）及び乳児（1 歳児に満たない児童）の保育
 産休あけ及び育休あけ後の職場復帰時の入所予約
 子育て支援（子育て支援センター「ごくらく」を設置）

 病児・病後児デイケア
 夜間保育
 一時保育
 休日保育

 延長保育
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生活習慣
各ご家庭でご指導ください。ご協力お願い致します。

0 歳児、1 歳児
 （1 歳 6 ヶ月から）オムツを外すようにトイレトレーニングをしましょう。
 （1 歳から）親が食べさせずに、自分で食べる練習をしましょう。
 （1 歳から）哺乳ビンを使用せず、コップで飲めるように練習しましょう。

2 歳児～5 歳児
 早寝・早起きの習慣をつけましょう
 洗顔、ハミガキ、うがい、挨拶を忘れないように励ましてあげましょう。
 登園前に排便を済ませる習慣をつけましょう。
 自分でトイレに行けるようにしましょう。
 靴や制服、衣服の着脱が自分で出来るようにしましょう。
 自分で持ち物の始末が出来るようにしましょう。（靴箱にしまう、服をロッカーにかける等）
 食べることが遅い子は、なるべく早く食べられるように習慣づけましょう。
 （3 歳から）箸で食べられるように練習しましょう。
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保育園での生活全般
年齢別の生活については各クラスのしおりをご覧くだください。

はだし保育
本園では、「はだし保育」を実施しています。細心の注意を払って保育にあた
っておりますので、ご理解・ご協力いただきますよう、よろしくお願い致します。

遊び・散歩
天候に応じて園庭や保育室で遊びます。季節により、週に一度、近所の公園
に散歩に行きます。また、月に一度、園外保育を行います。

教室 （入会金、月謝などの費用は必要ありません）
●体操教室
3 歳児以上を対象に、保育時間内で週 1 回程度行います。体力作りの一環として運動器具やボールなど
を使用して運動あそびを行います。指導はイットーうんどうクラブにお願いしています。
●英語教室
5 歳児を対象に、保育時間内で週 1 回程度行います。英語に慣れ、親しみを持てるよう踊りや工作などを
取り入れて楽しく行います。指導は外部講師にお願いしています。

クラブ（任意）
平常保育終了後の保育室 ・ 園庭をダンス（ヒップホップ）、サッカー、体操などの各種クラブに開放してい
ます。曜日や費用等の詳細はお尋ねください。卒園後も続けて参加できるクラブもあります。

給食、おやつ
給食とおやつは、すべて保育園内で作られています。衛生には細心の注意を払っています。献立は、季
節ごとに旬な食材を吟味し、和・洋・中のバラエティー豊かなメニューを取り入れています。

アレルギーへの対応について
医者からの診断書の提出により、アレル
ギー除去食を作ることが出来ます。
毎月、保護者と担任でメニューを相談し
ます。

［例］
その子の分だけ、材料から牛乳を除く

… ○

その子の分だけ、代わりに豆乳を使用

… ×

代替給食は出来ません。
 給食で対応できない場合は、お弁当を持参していただく場合もあります。
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生活における諸注意
連絡・お知らせについて
 緊急連絡先、勤務先に変更があった場合は、速やかに担任までご連絡ください。
 連絡事項は手紙または門付近の掲示板でお知らせします。掲示板、手紙、連絡ノート類には必ず目を
通してください。
 書類等の提出期限を必ず守ってください。 (期限を過ぎたものは、お受けできなくなる場合がありま
す。)
 クラス連絡網はありません。中部電力(株)の「きずなネット」サービスによる一斉連絡メールを利用して
います。入園後、登録をお願いします。
※登録方法については、別紙にて。

送迎について
登園
 午前 8：45 から午前 9：00 頃までに登園するようにしてください。（早朝保育の方を除く）
 必ず保護者の方が保育室まで同伴し、職員に預けてください。
 欠席や遅刻の場合は、午前 9：00 までに保育園に電話連絡をしてください。
 うさぎ、きりん、ぞう、らいおん組は、玄関を通らず、園庭から直接保育室へお入りください。雨の日は
テラスに土足のまま上がっても構いません。（普段は土足禁止）
降園
 午後 3：30 以降に降園となります。（夕刻保育、延長保育の方を除く）
 必ず保護者同伴で、保育士に声をかけてからお帰りくだ
さい。
 お迎えの時間に遅れてしまう場合は、必ず保育園に電話
連絡をしてください。
 お仕事の都合などで保育時間の変更を希望される場合
は、かならず事前に保育園にご相談ください。（保育時間
の延長は、時期によりお受けできない場合があります）
 保護者以外の方がお迎えに来られる場合は、必ず事前
に申し出てください。場合により、身分証明書の提示をお
願いします。
 18：00 以降は玄関が施錠されますので、玄関チャイムを
鳴らして職員に開錠してもらってください。 （安全管理の
ページ参照）
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お車での送迎
 保育園横の駐車場をご利用ください。（施設概要のページ参照）
 右折入庫は避けてください。
 駐車場内での事故・トラブルには責任を負いかねますのでご了承ください。
 登降園時駐車場への入出庫の際は、原則として左折のみとさせていただきます。
特に登園時（AM8：30～9：15）や降園時（PM3:15～4:00）には駐車場が大変混雑をし、右折での入庫は
他の車への迷惑になり、渋滞の原因になります。
 駐車場が満車で入れず、入庫待ちをするときは、車を路肩に寄せハザードを付け待機し、順番を守っ
て入庫をしてください。
 待機場所で、ハザードを点けたまま降車して、お子さんの送迎はしないでください。
 平日の降園時（PM3：15～3：45）は、園庭の開放をしていますが、お車でお迎えの場合は速やかに、
お引き取りください。
 駐車場内では、お子さんから目を離さないようにしてください。又、アイドリングをしたままの駐車は、
御遠慮ください。

×

×

○

○

至 極楽

待機場所（民家の入り口は避ける）

保育園駐車場
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利用料（保育料）
毎月の保育料の金額は、前年度の市県民税額から決定されます。金額は区役所より郵送にて通知され
ます。
※３歳児クラスから５歳児クラス(年少から年長)まで全てのお子さんは無償です。

お支払い方法
 名古屋市へ振り込んでいただきます。便利な口座振替（用紙は入園決定通知と一緒に送布されます）
をお勧めします。最初の手続きだけで、毎年保育料が変更になっても、変更手続きは必要ありません。
 毎月 25 日（3 月にあたっては 15 日）に引き落とされます。
 口座振替を利用されない場合は、毎月区役所から送付される納付書にて、月末までに金融機関、又は、
ゆうちょ銀行で納付していただくことになります。
（コンビニエンスストアでの取り扱いはできません）

その他諸費用
集金方法
 集金には明細を記入した集金袋を使用します。
 集金袋が配付されましたら、2～3 日以内にお支払ください。登園時（土曜日を除く）に、職員へ手渡しし
てください。
 おつりのないようにして、袋の口をしっかり留めてください。

給食費
きりん組［3 歳児］、ぞう組［4 歳児］、らいおん組［5 歳児］のみ
主食費(ご飯・パン代)

・・・ 月額 1,000 円

副食費(おかず・牛乳・おやつ等)

・・・ 月額 4,500 円

※但し、年収３６０万円未満相当世帯及び就学前児童から数えて第３子以降のお子さんについては副
食費が免除されます。免除対象者につきましては、お住いの区の民生子ども課からお知らせがあり
ます。
※納入方法の詳細は、別紙参照。

雑費、絵本代、父母の会会費、卒園準備金。他
金額が決定次第、おたよりにてお知らせ致します。(指定購入物は各クラスのしおりをご覧ください。)
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延長保育の事業運営費と間食費（該当者のみ）
延長保育の間食費
午後 6：00 以降も引き続き保育を希望される全園児に対し、夕刻保育時間の午後 6：00 におやつを与えま
す。間食費は一律 50 円です。（日額・1 食）
※午後 6：00 の時点で保育をしている園児全員が対象になります。
延長保育の事業運営費


保育標準時間

： 午後 6：00 以降の保育につきましては事業運営費が必要です。事業運営費は
一律です。（１日 100～200 円）



保育短時間

： 午前 7：00～8：00 ・ 午後 4：00～7：00 の保育につきましては、事業運営費が
必要です。（１日 100～200 円）

※お迎えが午後 6：00 を過ぎると、事業運営費が必要になります。
※午後７:00 を過ぎると 1,000 円徴収させていただきます。過ぎないようにお迎えをお願いいたします。
延長保育園児の事業運営費と間食費合計金額
従って、延長保育を申請している場合の事業運営費と間食費合計は次のようになります。実際の日数分
のみを、翌月初めに集金袋にて徴収させていただきます。
対象

間食費

事業運営費

合計（日額）

Ａ階層及び、Ｂ階層

50 円

０円

50 円

C 階層

50 円

100 円

150 円

D 階層～

50 円

200 円

250 円
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健康管理・病気・ケガ
予防接種
保育園では行いませんので、名古屋市の案内に従って個別に接種してください。

健康診断
健康診断を年 2 回、歯科検診を年 1 回行います。結果は保護者の方へプリント等でお知らせします。その
他、毎月、身長と体重の測定を行い、連絡ノートまたは出席ノートに記録していきます。

発熱、体調不良の場合
 登園時に熱が 37 度以上ある場合は家庭保育をお願いします。平熱が 37 度以上あるお子さんは担任
にお知らせください。
 お預かり後に 37.5 度以上の発熱及び体調不良となった場合には、保護者の方にご連絡いたします。
 38 度以上に上がった場合及び熱が低くても元気がない、もしくは嘔吐や下痢を何度も繰り返す場合に
は、速やかにお迎えをお願い致します。
 万が一のために、緊急連絡先を必ず決めておいてください。

救急の場合
かかりつけ医、または相当の医療機関へ職員が同行して連れて行きます。並行して保護者の方に早急に
ご連絡いたします。
◆わたなべ内科クリニック（内科）

◆こんどうクリニック（外科）

名古屋市昭和区山手通３町目８－１

名古屋市名東区極楽 4 丁目 1305 番地

TEL：052-861-3450

TEL：052-709-5055

感染症にかかった場合
種類によって対応が異なります。詳細は巻末の「感染症一覧表」をご覧ください。
伝染病にかかった場合
人から人へ伝染する感染症を伝染病と言います。
伝染病にかかった、あるいはかかった疑いのある園児は、専門医に「登園許可書」又は「証明書」を作成
してもらい、登園するようにしてください。（園指定の用紙もありますので、必要な方は申し出てください。）
登園許可書が提出されませんと、保育を行うことができませんので、ご了承ください。
詳細は「学校保健法で定められている伝染性疾病一覧表」をご覧ください。
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与薬・投薬
保育園生活において、投薬を行わないと著しく体調を崩す可能性がある場合、又、医師に 1 日2 回の服用
を依頼しても、効能等の理由で不可能な場合にのみ行います。
ただし、そのままの薬の状態で、スムーズに投薬ができるお子さんに限ります。水でねったり、何かに混
ぜたりしなければならない場合や、投薬する事に抵抗を示すお子さんの場合は、お受けできませんのでご
了承ください。

与薬・投薬を始めるにあたって
① 投薬希望者は担任に申し出てください。「与薬・投薬に関する依頼書」を受け取り、内容を理解してい
ただいた上、記名・押印をし、職員に必ず手渡ししてください。
② 依頼書の提出された翌日より、与薬・投薬が始まります。

与薬・投薬の手順
① 依頼書の提出後、園長の許可のもと、持参する薬を入れる際に必要な、園指定の袋と与薬・投薬チェ
ック表をお渡しします。（年度中は、ずっと使用していただきますので、大切に扱ってください。）
② 園指定の袋の中の与薬・投薬チェック表に、提出前の朝の投薬事項を、提出前に必ず記入しておい
てください。又、中には、今現在の病状（症状）を基に、医師の指示により調合された薬で期日の過ぎ
ていない物を、その日に必要な量のみ 1 回分ずつ小分けにして名前を書き、その時に医者からもら
ってきた薬の袋（氏名・受診日・服用に関しての量や時間等が記入してあるもの）に入れ、職員に手
渡してください。
（3 種類の袋類には全て記名のこと。）
③ 投薬後は、与薬・投薬チェック表に必要事項を記入し、園指定の袋に入れ、毎日お返し致します。

その他注意事項
 軟膏等、小分けできないものは、チューブあるいは容器のままお預かりしますが、少なくとも一週間毎
には受診していただき、その都度医師の指示に従ってください。
 与薬できるものは、常温で保管が可能な物のみとしますので、水薬・座薬・夏季の目薬は、お断りしま
す。
 何の薬を投薬しているのか、又、投薬方法が異例な場合は、与薬・投薬チェック表に記入しておいてく
ださい。（あらかじめ医師に薬の内容・種類を確認し、
記入しておいてください。）
 行事の際や園外での保育、又、希望保育期間中は、
都合によりお断りします。
※上記項目を守っていただけない場合や、記入もれ
がある場合等、やむをえず投薬を中止する場合
がありますので、ご了承ください。
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父母の会
極楽保育園保護者による会です。園児の健全な育成をはかる事を目的としています。

主な活動
 お誕生日・運動会・クリスマス会・生活発表会・卒園関係等のプレゼ
ント選び
 人形劇、劇団、クラウン（ピエロ）パフォーマンス等の来園交渉

極楽保育園父母の会会則
［第 1］ 本会は、極楽保育園父母の会と称する。
［第 2］ 本会は、極楽保育園児の全ての父母（保護者）で構成する。
［第 3］ 本会は、会員が協力し合って、園児の健全な育成をはかる事を目的とする。
［第4］ 定例総会を年1 回開き、役員の選出、年内活動計画等を決める。又必要に応じ臨時総会を開くことも
出来る。
［第 5］ 総会は、会員の過半数の出席で成立し、議事は過半数で決める。
［第 6］ 本会の運営は、総会により選出された役員にて運営する。
［第 7］ 本会の役員は、会長 1 名、副会長 1 名、会計 1 名、監事 2 名とし、任期は 1 ヶ年とする。但し再選を
さまたげない。
［第 8］ 本会の運営費用は、会費、寄付金、その他による。但し会費は総会にはかって定めることとする。
［第 9］ 慶弔金について（※父母の会役員の承認を得、特例を認める）
◆慶
対象

慶事

父母の会での対応

職員

結婚

祝電＋お祝い品（またはお祝い金）

職員

退職

祝い品

対象

親等範囲

金額

園児

一親等まで

5,000 円

職員

一親等まで

5,000 円

◆弔

［第 10］ この会則は、全会員の過半数の賛成によって変更することが出来る。
［付則］ 本会則は、令和３年４月 1 日より施行する。
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安全管理
本園では、次の通りに安全管理を行っています。

防犯
 地域等の協力を得ながら、園周辺の安全確保を行います。
 職員は園内を絶えず監視の上、園内管理を行います。
 保育室内には防犯ブザーを設置、散歩等で園外に出る時もブザーを持参します。
 防犯訓練を、年に４回実施。

加入保険
保育園
事故に備え、保育園として全国私立保育園連盟の保険に加入しています。
園児
園児のみなさんについては、同意の上、独立行政法人日本スポーツ振興センターの保険に加入していた
だいております。
後日、お知らせを配布いたしますので、そちらをご覧ください。

災害に対する備え
 避難訓練を月 1 回実施。
 非難口、非難階段が設置されています。
 非常通報装置（警察直通）と火災通報装置（消防署直通）が設置されています。

☆南海トラフ地震に関する情報が発表された場合は、情報の内容により、休園になる場合があります。
☆暴風警報については「暴風警報発令時における保育について」のページをご覧ください。
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暴風警報発令時における保育について
登園前の警報発令
愛知県全域 、愛知県西部、愛知県尾張・西三河北部 、名古屋市域に暴風警報が発令された場合、保育
は次の通りとなります。
当日の午前 6：00 時以降も継続し、又は
継続することが予測されている場合

園児の危険を防止し、予測の事態を未然に避ける為、登園を見合
わせてください。

当日の午前 6：00 までに警報解除された
場合

園内の安全を確認し、午前 8：00 より平常保育を行います。

当日の午前 6：00～午前 11：00 に警報
解除された場合

園内の安全を確認し、午後 1：00 より保育を行います。
給食はありません。各家庭にて昼食を取って登園してください。

当日の午前 11：00 以降に警報解除され
た場合

当日の保育の保育は行いません。

※上記に関わらず、保護者が防災業務に従事しているなど、やむを得ない事情により当日の保育が必要な園児につ
いては、ご相談ください。解除後は、保育所内の安全確認及び、職員の参集に要する時間を考慮させていただきます
ので、ご了承ください。

登園後に暴風警報が発令された場合
ただちに保育を打切り降園とします。すみやかに、お迎えをお願い致します。

各警戒レベルで想定される避難行動等の対応
避難情報

警戒レベル

保育園における避難行動等

緊急安全確保

警戒レベル５

園児の安全確保を第一に必要な対応を実施

避難指示

警戒レベル４

保育時間中に発令された場合 （保護者に一斉メールでお知らせ）
休園とし、保護者に迎えを依頼する。
避難所へ園児とともに避難する。

高齢者等避難

警戒レベル３

保育時間外に発令された場合
解除されるまでは休園とする。

警報レベル２

災害に備え、避難行動を確認

警戒レベル１

気象情報に関する情報収集

大雨・洪水・高潮注意報

早期注意情報
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その他
 その他の警報・注意報の場合は、保育園からの連絡がなければ平常保育を行います。
 道路状況等、危険な状態の時は、保育園にお知らせください。
 警報発令中は、できるだけ外出を避けましょう。
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個人情報保護に関する取り組み
平成17 年4 月1 日より「個人情報保護法」が施行されました。本園でも、厚生労働省が定めるガイドライン
に沿って、個人情報保護に関する取り組みを行っております。
個人情報を慎重かつ適正に取り扱うため、また、適切な保育及び援助に必要な業務を遂行するために、
以下の取り組み内容につきまして、ご同意いただけますよう、お願い申し上げます。
もしご同意いただけない場合は、担任または園長、主任までお申し出ください。

苦情等への対応
個人情報の取り扱いに関する苦情・要望・質問に対し、適切かつ迅速な処理に努めます。相談窓口まで
お申し出ください。
<個人情報に関する相談窓口>

 加藤由美（園長・個人情報保護責任者）
 佐藤友香（主任保育士・情報資産管理責任者）

セキュリティーポリシー（個人情報保護の基本方針)
2008 年 3 月 7 日制定
2009 年 2 月 5 日改定
2013 年 4 月 1 日改定

A. 基本的な考え方、姿勢
1） 個人情報保護は、基本的人権の尊重とプライバシー保護の観点により行う。
2） 個人情報は、適切な保育及び援助に必要な業務を遂行する為のみに利用する。
3） 職員が一つとなって、組織的に対策を講じる。

B. 個人情報の取得
個人情報の取得に際して、利用目的を明示した上で本人に通知又は公表し、同意を得る。利用目的を変
更した場合は、変更された利用目的について本人に通知又は公表し、同意を得る。

C. 個人情報の利用と提供
1） 個人情報を利用する場合には、個人情報の取得、保管及び利用に関する本園の責務を明確にする
と共に、当該本人に関する個人情報の開示並びに訂正及び削除の請求権を保障する。
2） 個人情報は、その利用目的の範囲内で適切に利用し、外部に提供する場合は、本人の同意を得る事
とする。
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D. 個人情報の開示、修正、利用停止
本人から個人情報について開示・修正及び利用停止の請求があった場合は、内容を確認し、情報主体の
方の意思を尊重し、速やかに合理的な方法・範囲で対応する。

E. 組織と職員の役割・責任の明確化
1） 個人情報保護責任者を園長の加藤由美と定める。
2） 情報資産管理責任者を主任保育士の佐藤友香と定める。
3） 組織的に、個人情報保護の目標を共有すると共に、統一ルールを制定し、保護意識を維持するため
の計画を策定する。
4） 全職員は、個人情報保護を遂行する責任と義務を負い、個人情報保護に関する基本方針に従って行
動する。また、研修・啓発運動により、各々の自覚を促す。
5） 関係するセキュリティ情報を最新に保ち、専門家から情報セキュリティ助言を得るなどのために、情
報セキュリティに関する会議を設置する。

F. 職員のセキュリティ
1） 全職員は、認可されていないアクセス、認可されていない開示、改ざん、破壊または妨害から資産を
保護する。
2） 雇用職員は、情報セキュリティに関する責任を記載した雇用契約書に同意・署名する。
3） セキュリティ違反を犯した職員には懲戒処分などの手続をとる。
4） すべての職員は、雇用終了時に、前もって支給されたソフトウェア、書類、設備のすべてを返却す
る。
5） すべての職員の情報及び情報処理施設に対するアクセス権は、雇用終了時に見直し、必要であれ
ば削除する。

G. ハードウェアや環境のセキュリティ
1） コンピュータや周辺機器は、認可されていないアクセスを回避し、盗難・火炎などのリスクを最小限に
抑えるように設置し、管理する。
2） 取扱に慎重を要する情報が入っている装置は、処分する前に、各職員が物理的に破壊するか、又は
確実に上書きをしてデータを消去する。
3） コンピュータやデータ、ソフトウェアの指定場所からの持ち出しは、園長の認可を必要とする。
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H. ネットワークやソフトウェアの運用管理
1） セキュリティ確保のための操作手順を、正式な文書として作成し、遵守する。変更の場合は管理者で
ある園長が認可する。
2） コンピュータやサーバ、周辺機器、ネットワーク等の設備及びシステムの変更については、担当者が
記録、テスト、アセスメントなどを行い、確実に管理する。
3） 認可されていない状態あるいは気づかれない状態で、一人の利用者が情報資産にアクセス、使用で
きないように、担当者の職務及び責任範囲を分割する。情報資産にアクセス、使用できるのは正規
職員のみとする。
4） 第三者が提供するサービス、報告及び記録は、情報セキュリティの条件の順守を確実にするため、
常に監視し、レビューする。
5） すべての重要な情報及びソフトウェアの回復を確実にするために、バックアップ設備を備える。
6） 情報管理者は、新しいシステムを受け入れるための要求事項及び基準を明確にし、合意し、文書化
し、試験する。
7） ネットワークの管理者は、管理策を定め、ネットワークにおける情報のセキュリティ確保や、無認可の
アクセスからのネットワークサービス保護を確実に行う。
8） 取り外し可能な媒体について、不要になった媒体が再利用可能なときは、それに格納している内容を
回復不能とする。また不要になった媒体の措置のすべてについて認可を要求し、記録を保管する。
9） システム文書を保護するために、セキュリティを保って保管する。また、システム文書へのアクセス
は、最小限に抑え、当該業務の管理者が認可する。PCは各職員にIDとパスワードを設定し、関する
資料は鍵のかかる場所で保管する。
10） 電子的メッセージ通信のセキュリティのために、認可されていないアクセス、改ざん又はサービス妨
害から保護する。
11） 情報処理設備の使用状況を監視する手順を確立し、監視活動の結果をレビューする。

I. アクセス制御
1） 各職員がパスワードの選択及び使用を行う際には、「パスワードを秘密にしておく」「定期的に変更す
る」などの正しいセキュリティ慣行に従う。関係資料が存在する場合は、鍵のかかる場所で保管す
る。
2） 利用者は、実行していた処理が終わった時点で、接続を切る。パーソナルコンピュータ又は端末は、
利用していない場合、キーロック等によってセキュリティを保つ。
3） 職員は、各個人ごとにユニークな利用者 lD を保有し、その活動が誰の責任によるものかを後で追跡
できるようにする。また、利用者の同一性を検証するために、適切な認証技術を選択する。
4） 各職員が、ノート型コンピュータや携帯電話など、モバイルコンピューティング設備・通信設備を用い
る場合は、物理的保護、アクセス制御、暗号技術、バックアップ及びウイルス対策についての方針を
定め、適切なセキュリティ対策を採用する。
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J. 情報資産及び管理
1） 保育園内の全ての情報資産を洗い出し、その資産の重要度を記録した情報資産目録を作成する。
2） 情報資産は、漏えい・滅失、又はき損等の防止、その他安全保護及び正確性を維持するために、安
全且つ健全な方法で管理する。
3） 職員や一部委託をする関係者に対しては、必要かつ適正な監督を行っていくと共に、個人情報に関
する教育・研修を実施し、個人情報保護に関する意識を徹底する。
4） 利用目的達成のため、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努める。
5） 次の書類等には個人情報が含まれる。その内容と利用目的、管理方法を明記する。
内容

使用目的

管理者

入園申込書
児童表
緊急連絡票

クラス名簿及び園児住
所録の作成、電話等の
保護者との連絡、生活
の記録

担任

鍵管理

職員室

予防接種記録票
新入園児健康診断書
個別調査票

園児の健康状況や発達
の把握

担任

鍵管理

職員室

主任

印刷後、元データは削除しま
す。配布物は各保護者にて、
適切に管理をしてください。
配布後の事故等に関しては
責任を負いかねますでご了
承ください。

職員室

園だより
（誕生児名記載）
園児の保育記録に関す
る業務

管理方法

個人及び集合写真

現像後、元データは削除しま
す。

行事のビデオ撮影

業者により、ビデオ編集後、
元データは削除されます。

クラス名簿

父母の会役員選出、ク
ラス内の人数及び氏名
の把握

主任

管理場所

職員室

K. 法令の遵守
1） 知的財産を保護するために、次の指針を考慮する。
2） ソフトウェアは知られた定評のある供給元だけを通して取得する。
3） 許諾された最大利用数を越えない。
4） 書籍、記事、報告書又はその他の文書を複写しない。
5） 個人データ及び個人情報の保護に関する保育園の方針を確立して実施する。
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苦情申し出窓口について
社会福祉法第82条の規定により、本園では、保護者からの苦情に適切に対応する体制を整えております。
お気付きの事やご意見・ご要望などがありましたら、ご遠慮なくお伝えいただきたいと思っています。
しかし、中には、「子どもを人質に取られていて、意見や要望を保育園に直接言えない。」という方もいらっ
しゃるのではないかと思います。保育の事についてのお悩みやご意見・ご要望は、電話や送迎時に保育士
と直接お話しされて、その旨を明確にお伝えくださいます様、お願い申し上げます。
保育という仕事は、人間が人間を育てるという生業であり、機械の導入や省力化を図る事ができません。
つまり、人と人との関係だけに、職員の不手際や対応が悪いと感情的になられたり、不愉快に思われたりす
る方も多くいらっしゃると思います。子どもを育てる事は、両者が忌憚なく話し合える事がとても重要だと思っ
ております。
お気付きの事、不愉快な事、改善して欲しい事がありましたら、何なりとお申し出ください。私共は、可能
な限り保護者の皆様のご要望にお応えしたく、最大の努力をはらっていくつもりです。
尚、本園では、このようなご意見を戴く時、従来通り、職員の誰でもご意見を賜りますが、責任者及び担当
者をそれぞれ設けましたので、下記の通り、お知らせ致します。又、この責任者・担当者の段階でもご納得
のいかない方は、本園と第三者の関係にあります「第三者委員」を設置しておりますので、ご相談ください。
 苦情解決責任者：加藤由美（極楽保育園園長）
 苦情受付担当者：佐藤友香（極楽保育園主任）
 第三者委員：社会福祉法人

鴻陽法律事務所

弁護士 鈴木 和貴

●社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 福祉サービス苦情相談窓口
来所、書面（郵送・ＦＡＸ）電話等、どのような方法でも結構ですので、センターまでご連絡ください。

受付

毎週月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除きます)の午前9時～午後5時です。
FAX は、24 時間受け付けています。

TEL

052－462-8418

FAX

052－462-8419

住所

名古屋市中村区名駅３－２３－２

第 3 千福ビル 7 階

虐待の防止のための措置
当園は、園児の人権の保護、自動虐待の防止のため、虐待防止に関する責任者を選任するとともに、
職員に対し研修を実施します。
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■学校保健法で定められている伝染性疾病一覧表
区分

対象疾病

通園停止期間の基準

登園許可

エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
重症急性呼吸器症候群
(SARS ・ コロナウイルス)
痘そう
ペスト
マールブルグ病

完治するまで

ラッサ熱
第１種 急性灰白髄炎

必 要

ジフテリア
南米出血熱
鳥インフルエンザ(Ｈ5Ｎ1)(H7N9)
中東呼吸器症候群(MARSコロナウイルス)
COVID１９(新型コロナウイルス)
※上記の他、新型インフルエンザ等感染症、
指定感染症(新型コロナウイルス感染症)
新感染症

インフルエンザ(鳥インフルエンザＨ5Ｎ1を除く)

発症後５日を経過し、且つ解熱後３日を経過するまで

百日咳

特有の咳が消失するまで、叉は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

熱が下がってから３日間経過するまで

流行性耳下腺炎

耳下腺・顎下腺、叉は舌下腺の腫脹が発現した後５日
を経過し、全身状態が良好になるまで

第2種

第3種

風疹

発疹が消えるまで

水痘

発疹が全てかさぶたになるまで

咽頭結膜熱

症状が消えてから２日経過するまで

結核

医師が伝染の懼れがないと認めるまで

髄膜炎菌性髄膜炎

医師が伝染の懼れがないと認めるまで

腸管出血性大腸菌感染症

必 要

必 要

流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
コレラ

医師が伝染の懼れがないと認めるまで

細菌性赤痢
腸チフス
パラチフス
その他の伝染病

上記の伝染性疾病にかかった、あるいはかかった疑いのある園児さんは、専門医に「登園許可書」又は「証明書」を
作成してもらい、登園するようにしてください。(園に「証明書」の用紙がありますので、必要な方は申し出てください。)
登園許可書が提出されませんと、保育を行うことが出来ませんので、ご了承ください。
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■感染症一覧表
病名

麻疹
（はしか）

潜伏期

病原体

10日～11日 麻疹ウィルス

前駆症状

症状の特徴及び経過

感染しやすい期間

3～4日間の発熱咳、鼻水、くしゃ 発疹出現前、頬の内側に粟粒大の白い斑点（コプリック斑）が見
み、目やに。結膜炎をおこすこと られる
発疹出現前後5日位
もある
発疹は淡紅色で、首から全身へ広がる

感染経路（病原体の所在）

飛沫感染（鼻喉）
接触感染（目やに）

登園停止期間

登園
許可証

その他注意事項

解熱後3日を経過する迄

必要

肺炎、中耳炎、脳炎などの合併症に注意

水痘
（水ぼうそう）

2～3週間

水痘ウィルス

発疹37℃～38℃の発熱。発疹の 発疹→水疱→かさぶた。種々の時期の発疹が混在
先に水疱を形成し、かゆみを伴う 水疱は、頭の中や口腔内にもできる

発疹ができる1～2日
飛沫感染（鼻喉）
前から、かさぶたになる
接触感染（水疱液）
間

全ての発疹が、かさぶたになる迄

必要

かゆみがあるので、爪を短く切っておく
ウィルスが神経節に入り体調を崩すと、帯状疱疹
となり、その際も登園許可書が必要

流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）

2～3週間

ムンプスウィルス

発熱、頭痛、嘔吐､食欲不振など 耳下腺が腫れる（片側だけの場合もある）
の症状があったりする
腫れは痛みを伴い、3～7日位続く

耳下腺の腫れる1週間 飛沫感染（唾液喉）
～腫れ後9日位迄
接触感染(分泌物)

耳下腺・顎下腺叉は舌下腺の腫脹が
発現した後、5日を経過し、全身状態が
良好になるまで

必要

時に、髄膜炎を合併することがある。思春期以降
では、睾丸炎、卵巣炎に注意

風疹
（三日ばしか）

2～3週間

風疹ウィルス

発熱（38℃位）と共に、発疹がで
きる（発熱しない時期もある）

桃色の発疹（細かい）が顔首腹部に出始め、全身に出現し3～4
日位で消える
耳の後ろ、首のリンパ腺が腫れる

発疹出現前後7日

飛沫感染（鼻喉）

発疹が消える迄

必要

妊婦は、要注意（妊娠初期に感染すると、先天性
風疹症候群になることがある）

百日咳

1～2週間

百日咳菌

風邪症状（咳鼻水くしゃみ）

3～4週間後、ヒューヒューと特有の咳が夜間ひどい

感染後17～20日位

飛沫感染（鼻痰喉）
接触感染（分泌物）

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

必要

肺炎、髄膜炎、中耳炎に注意
特に、乳児は重症になりやすい

咽頭結膜熱
（プール熱）

2～14日

アデノウィルス3・4・7・
11型等

突然39℃前後の発熱

咽頭痛、眼の充血、目やに、リンパ腺が腫れる

飛沫感染（咽頭から2週間排
症状や排菌がある期間 菌）、経口感染（便から4週間
排菌）、接触感染（目やに）

主要症状消失後2日を経過する迄

必要

水、物、手指を介してもうつる
夏かぜの1つ

溶連菌感染症

2～7日

溶血性連鎖球菌

喉が赤く、痛みがあり、舌も赤くなる（苺舌）
突然の高熱（39℃）のあと、全身
口の周囲に、発疹はあまり見られない
に発疹（細かく赤い）
1週間位で皮膚がむけてくる

咽頭に菌のいる間

飛沫感染（鼻喉）

主要症状が消失する迄

必要

回復期に急性腎炎、リウマチ熱に注意
決められた期間、抗菌薬を飲み続ける

インフルエンザ

1～4日

インフルエンザウィルス
突然の発熱（寒気と高熱）39℃～
Ａ（ソ連・香港・Ｈ1Ｎ1）
咳、咽頭痛、頭痛、関節痛、倦怠感などの全身症状
40℃
Ｂ型

熱がある間

飛沫感染（鼻喉）
接触感染（分泌物）

発症後5日を経過し、且つ解熱後3日を
経過する迄

必要

熱性けいれん・脳症・中耳炎・肺炎・気管支炎など
に注意

流行性角結膜炎
（はやり目）

5～7日

アデノウィルス8・19・37
目がごろごろして痛がゆい
型など

眼の充血、目やに、涙目

発病後、2～3週間（特
接触感染（目やに）
に1週間は感染力が強
プール感染
い）

主要症状が消失する迄

必要

手指をこまめに洗い、タオル、洗面器などは個別
にする
プールは医師の許可がある迄止める

急性出血性結膜炎
（アポロ病）

1～2日

エンテロウィルス70型

激しい目の痛み、異物感、まぶたの腫れ、眼のむくみ、まぶしさ、
発症後4～5日
充血、結膜下出血をおこす。

接触感染（目やに）
プール感染

主要症状が消失する迄

必要

手指をこまめに洗い、タオル、洗面器などは個別
にする
プールは医師の許可がある迄止める

ヘルパンギーナ

2～6日

コクサッキーＡ群ウィル
突然の高熱（39℃前後）
ス

のどに小水疱がポツポツでき、後に小さな潰瘍を作る

飛沫感染（鼻）
症状が回復する迄
経口感染（便から2週間排菌）

なし

脱水に気をつける
のどの痛みで食欲がなくなる
夏～初秋に流行る

2～5日

コクサッキーＡ16ウィル
口の中は白い潰瘍状の斑点ができ、痛みがありよだれを伴う
口内、手のひら、足の裏、臀部、
ス、エンテロウィルス71
かゆみを伴うこともある
膝、肘に小さい水疱
型

症状により医師の指示による

なし

夏かぜの1つ
口内炎で食欲がなくなるので、口当たりが良く消化
の良いものを与える

発疹が出た時は、感染力は弱いと言わ
れている
症状により医師の指示による

なし

上肢、大腿部にも、レース模様の紅斑が出る
じんましん、アレルギーと間違われる事がある

手足口病

両頬に、鮮やかな赤色の、やや盛り上がった紅斑ができる
口のまわりには出ない
左右対称の紅斑

発症後、唾液から1週
間、便から数週間

飛沫感染(鼻）
接触感染（水疱液）
経口感染（便より13日は排菌あ
り）

伝染性紅斑
（りんご病）

7～18日

ヒトパルボウィルスB19 軽い風邪症状

伝染性膿痂疹
（とびひ）

2～6日

黄色ブドウ球菌、連鎖
球菌

水疱は薄くやぶれやすくジクジクする
皮膚が赤くなり、次第に米粒大の
膿疱やかさぶたができ、かゆみが強い
水疱になり、段々大きくなる
滲出液から皮膚に次々とびひする

ジクジクしたおでき、膿
の出る間、かさぶたに 接触感染（膿疱中の膿）
も感染性が残っている

症状により医師の指示による
広範囲の場合は休園
登園する時は、必ず患部をガーゼで覆
う

なし

かきこわさないように、爪を短く切っておく
急性腎炎に注意
きちんと治療しないと、完治しない

突発性発疹

5～15日

ヒトヘルペスウィルス6
型・7型

熱が下がると共に、小さな発疹が全身にできる
突然39～40℃の高熱が、3～4日
4～5日のうちに、自然に治る
間続く
下痢を伴うことがある。

発症時～発疹のある間 飛沫感染（鼻喉）

症状により医師の指示による

なし

熱性けいれん・肝炎などに注意
予後良好

マイコプラズマ肺炎

2～3週間

マイコプラズマ（微生
物）

発疹を伴うこともある
発熱、咳などの風邪様の症状で
微熱が続き、咳が激しくなり、数週間続く
始まる
家族内感染あり

症状が強い急性期

症状がなくなる迄

なし

時に髄膜炎を併発

なし

皮膚が露出し、接触しやすい夏に感染しやすい
プールは治癒するまで禁止

症状が治まり、普段の食事ができるよ
うになるまで
医師が感染のおそれがないと認めるま
で

なし

脱水症状に注意
吐物や便の処理を介して感染しやすい為、手洗い
はしっかり行う
処理方法に十分注意する
集団発生しやすい

医師が感染のおそれがないと認めるま
で

必要

患者との濃厚者は（家族等）抗菌薬の予防内服を
する

伝染性軟属腫
（水いぼ）

2～6週間

ポックスウィルス

粟粒大から1㎝位迄の色々な大きさ、形をしていて、中央にくぼみ
があり､ろうのような艶があり、痒みを伴う
体のどこにでもでき、引掻いたりつぶすと、ウィルスが出て感染す
る
アトピー性皮膚炎児は、感染しやすい（掻き傷などから感染しや
すい）

発疹出現1週間前

飛沫感染

飛沫感染（鼻喉）

接触感染（水疱内の液）

ウィルス性胃腸炎
（流行性嘔吐下痢症）

1～3日

ロタ・ノロ・アデノウィル
突然の嘔吐・下痢から始まる
スなど

嘔吐や下痢の症状が1日に何度もある
下痢は酸味の強い白色調である事が多い
熱は、あったりなかったりする

症状のある時期は、嘔
経口・接触感染
吐物や便からウィルス
食品媒介感染
が排出される

髄膜炎菌性髄膜炎

2～10日

髄膜炎菌

菌が気道粘膜から侵入し、血中・髄液まで入り髄膜炎を起こす
発熱・頭痛・けいれん・意識障害等の症状が出現
症状のある時期
劇症型ショック・多臓器不全になることがあり、救命に処置が必要

飛沫感染（くしゃみ・咳）

証

明

書

極 楽 保 育 園

園長

氏

加藤

由美

様

名

年

月

日生

傷病名

１．完治しましたので、登園を許可します。
２．現在治療中ですが、他児への伝染性はないものと認め、登園を
許可します。
３．上記の症状の為、食物除去の必要を認めます。
（除去物：
４．その他

）

（

）

上記の通り、証明致します。
令和

年

月

日

住

所

医

師

㊞

