
あい・あい保育園

笑顔と元気が溢れる
もう一つの家



子どもの育ちや子育てに関わる社会の状況については、

少子化や核家族化、地域の繋がりの希薄化の進行、共働き

家庭の増加等を背景に、様々な課題が拡大、顕在化してき

ました。子どもが地域の中で人々に見守られながら集団で

遊ぶという自発的な育ちが困難となり、乳幼児と触れ合う

経験が乏しいまま親となる方も増えてきている一方で、身

近な人々から子育てに対する協力や助言を得られにくい状

況に置かれているご家庭も多いと指摘されており、子育て

に対する不安や負担感、孤立感をいだく人は依然として少

なくありません。

そういった、社会の状況において、当園では地域の特性

に応じて創意工夫を図り、子どもの保育及び保護者の皆様

や地域の子育て家庭への支援などの機能とそれらの質を向

上させていくよう努めます。

また、一人ひとりの心身ともに健やかな成長と発達を保

証する観点から、園での環境や一日の生活の流れなどを捉

え、子どもが様々な人と出会い、関わり、心を通わせる経

験を重ねることができるよう、乳幼児期にふさわしい生活

の場を豊かにつくり上げていくよう取り組んでまいります。

皆様のご支援・ご協力を賜りますよう、どうぞよろしく

お願い申し上げます。

あい・あい保育園



一人でも多くの子どもが

人間が生まれながらに持っている

素晴らしい力を育むことに喜びを感じ

笑顔と元気が溢れた園を

創造すること

育成目標

●社会力の育成

●養護力の育成

●人間力の育成

向上目標

●人間関係の向上

●精神衛生の向上

●身体機能の向上

●周りの人と関係を築く

●周りの人の力になれる

●周りの人に応援される

philosophy

当園では、子どもたちを「未来の力」と位置付け、子ども達が将来、

社会に貢献し、活躍出来る存在となるために、保育理念のもと、「人間

関係の向上／社会力の育成」「精神衛生の向上／養護力の育成」「身体

機能の向上／人間力の育成」を保育目標とし、取り組んでいきます。そ

して、「子どもたちが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す

力の基礎を培う」笑顔と元気の溢れた園を創造していきます。

子どもたちは「未来の力」



Contents

１クラスあたりの定員数を少なく設
定することにより、子どもたち一人
ひとりの興味・関心・意欲・発達段
階などに合わせた保育の実践を目指
します。また、活動に応じて異年齢
児保育なども取り入れ、人と関わる
力を養います。

３～５歳児を対象にした「創造的な
思考力の基礎」を培う学習プログラ
ムです。玩具・教材・ＩＱパズル・
共同・総合の各プログラムで構成さ
れており、子どもたちが主体的に取
り組む中で最後まで工夫しながら、
粘り強くやり抜く力を育てます。

ベネッセの専門講師による全年齢児
を対象とした週１回の英語レッスン
です。各年齢に応じた、歌や絵本、
カード、リトミックなどの遊びを通
して自然に英語への親しみを深めて
いきます。



「楽しみながら、興味を持って食べ
る子」をコンセプトに、生産・流
通・調理加工・消費の食に関する一
連のプロセスを意識化・行動化・継
続化の各プログラムを通して体験し、
「食を営む力」の基礎を培うことを
目的としています。

シナプソロジーの理論に基づき、脳
機能の活性化と身体機能の基礎構築
を目的とした、頭と体を使って楽し
む運動プログラムです。マット運動
やボール、ラダーを使った運動など
を通して多様な動きを経験します。
※屋内での運動プログラムです。

子どもたちは、様々な体験を基にして、環境に働きかけ、様々な環境との相互作用により
発達していきます。私たちは、その中で、ある時点で何かが「できる、できない」といったこと
で発達を見ようとする画一的な捉え方ではなく、それぞれの子どもの育ちゆく過程の全体
を大切にしていきます。

より安全・安心な保育環境の整備の
ために、様々な情報技術を活用し、
午睡時の安全管理や子どもたちの体
調管理、登降園管理などに努めます。

※個人情報の保護にも十分留意して取り
組んでおります。



Schedule

10～12月 1～3月

4～6月

★入園式
●進級集会
●こどもの日集会
●虫歯予防デー

7～9月

●プール開き
●七夕集会
★夕涼み会
●お月見集会
※AIAIレポート配布

★運動会
●遠足
●クリスマス会

●お正月集会
●節分
●ひな祭り集会
★卒園式・お別れ会
※AIAIレポート配布

●避難訓練 ★保育参観・懇談会
●身体測定 ★個人面談
●お誕生日会

●…園児のみの参加行事
★…保護者の方に参加いただける行事

当園では、園内外の自然や地域社会の人々の生活に日常的に触れ、季節感を取り入れ

た園での生活を体験することを通して、四季折々の変化に触れたり、季節により自然や人の

生活に変化があることに子どもなりに関心をもったりすることができるよう取り組んでいます。

※実施する行事及び時期は施設により異なりますので、
詳細は各施設の年間行事予定をご参照ください。



当園では、個々を尊重し合える心を乳幼児期から育むことも重要だと考え、人と人とのふ

れあいの場を大切にした保育を行っています。また、様々な遊びや日々の生活を通しての学

びを大切にし、戸外遊びや室内遊び、自由保育、設定保育など様々な保育内容を通して物

事に対する興味・関心・意欲・態度などを育み、主体的な子どもの姿を引き出します。

開園・順次登園

朝の身支度

自由遊び（合同保育）

朝の会
呼名・朝の歌・体操など

戸外活動など
※雨天時は運動プログラムなど

昼食
自園調理・食育

午睡
※幼児はPaLやIQパズルなど

おやつ
自園調理

設定保育など
制作・絵画・表現遊びなど

帰りの身支度・帰りの会

延長保育（合同保育）

順次降園・閉園



Contents

年に2回、中長期的なお子様
の成長記録及び保育の経過記録
としてAIAIレポートを一人ひと
りに発行します。

登園時はエントランスでお子様と
お荷物をお預かりし、伝達事項を確
認したら、すぐにお仕事など向かっ
ていただけます。降園時もエントラ
ンスにてお引き渡しいたします。

日々の登降園時間や、園だよ
りの配信、緊急時の連絡メール
など自社開発のシステムである
CCS+Proを使用して管理していま
す。



妊娠・出産・子育ての悩み
や疑問に、看護師・管理栄養
士・薬剤師などの医療とヘル
スケアの専門家が答える「イ
クシル」をグループ会社にて
運営しています。

平日は毎日、園での活動の様子や
給食献立を写真付きで紹介していま
す。遠隔地にお住いのご家族や地域
の方にも、当園の保育に対する理解
が深められるよう取り組んでいます。

スタジオアリスと提携し、定期的
なカメラマンによる写真撮影と園専
用ページでの写真の閲覧・購入が可
能となっています。

保護者やご家族の皆様にとっても、安心できる「もう一つの家」となるよう、日々の保育や
園での取り組み、子育てに関する情報など、積極的に情報の発信と共有を行います。また、
保護者の方の負担を軽減することで、お子さまとじっくりと向き合えるよう、ICT技術の活用
などを通して支援に取り組みます。



Facility

全ての保育室に床暖房を完備。
通常の暖房機器に比べ、湿度
が下がりにくく、乾燥させず
に部屋を暖かくすることがで
きます。

施設内の開き戸や引き戸には、
指はさみ防止のための切り込
み加工がされています。

Design concept 子ども達にとっての「もう一つの家」をコンセプ
トに、華美になり過ぎないシンプルなデザイン
と、保育内容に合わせて柔軟な環境構成がで
きる広々とした空間、木目を基調とした落ち着
いた家庭的な雰囲気を大切にしています。

デザイン・コンセプト

部屋全体の空気循環を促したり、
冷暖房効率を高めます。

全ての保育室に冷暖房を完備。
適切な室温（夏季26～28℃、
冬季20～23℃）に管理します。

保育室

※保育所における感染症対策ガイドライン（厚労省）に基づく、
室温・湿度管理をおこなっています。

・防犯カメラ
・加湿空気清浄機
・午睡センサー
・音響設備
・映像設備

※上記設備は一例です。実際の設備とは、仕様や場所、デザインが一部異なる場合や未導入の場合があります。



調理室

火災予防の観点から調理室内の調
理機器は全てＩＨ機器を使用して
います。

お身体の不自由な方でも安心して
ご利用いただけるよう、スロープ
を設置するなどバリアフリー構造
を採用しています。

玄関

当園では、施設内に調
理室を設け、自園調理での
給食提供（昼食・おやつ）
を行っています。また、大量
調理マニュアル等を参考
に衛生管理を徹底し、安
心・安全でおいしい給食の
提供に取り組んでいます。

当園の玄関は、防犯対策
及び安全管理のために、常
に施錠しています。
登降園時には、エントランス
に設置されたインターフォン
にて、送迎者の方のお顔と
送迎カードを確認させてい
ただいた上で、解錠いたしま
す。

不審者の侵入防止や保護者の方へ
の安全な引き渡しのため、玄関扉
はオートロック式の扉を使用して
います。

自治体や保健所等が定める基準に準
拠した設備・機器を導入しています。



Management

●健康診断

当園では、定期的な身体測定、嘱託医による内科健診・歯科検診を実施しており
ます。なお、測定・診断結果については、随時保護者の皆様に共有させていただきま
す。

●登園時の受け入れ

登園時の受け入れの可否については「保育所における感染症対策ガイドライン
（厚生労働省）」に基づき判断いたしますが、集団活動に差支えがないことが前提と
なります。目安として38.0℃未満であれば受け入れは可能ですが、その他の諸症状
（鼻水や咳、機嫌がわるいなど）が見られる場合や平熱等によっては、受け入れが出
来ない場合がありますので、予めご了承ください。

●薬の与薬

専門の職員が常駐していないため、基本的に薬の与薬は行いません。
ただし、やむを得ない場合にのみ、 与薬依頼書（及び薬剤情報提供文書）または与
薬指示書をご提出いただくことで、担当の保育者等が与薬をおこないます。なお、服
用する薬（頓服薬や塗り薬以外）は基本的に1日分をその都度お持ちください。
※市販薬の塗布・服薬は行えません。

●感染症罹患後の登園

感染性の疾病にかかった場合は、登園の際に登園届または登園許可証をご提出い
ただく必要があります。園での集団感染を防止するためにもご協力をお願いします。

●健康状態の共有とお預かり後の体調不良
健康状態に不安な点や気になる点がありましたら、必ず登園時に職員へお知らせく
ださい。また、保育中に体調の変化が著しい場合には、連絡の上、お迎えをお願いす
る場合がありますので、ご承知おきください。

●予防接種

保育園は集団生活の場となりますので、集団免疫（感染症のまん延を防止する）
の観点からも必ず定期予防接種を受けるようにしてください。また、予防接種後は急
な体調の変化を起こすこともありますので、ご家庭で安静に過ごしていただくようご
協力をお願いします。

保育園は乳児を含む集団生活の場です。
そのため、園内での感染症などの集団感染の
防止や体調不良児の対応など、子どもたちが
心身共に健康に園生活を送ることできるよう、
努めておりますので、各ご家庭においてもご協
力をよろしくお願いいたします。

※自治体によっては所定の手続きがことなる場合がありますので、詳細は各施設にお問い合わせください。



●アレルギー対応

当園では、食物アレルギーの対応にあたっては施設全体での共通理解及び連携を
図っておりますので、必ず医師の判断及び指示に基づく、各申請書等の提出をお願い
いたします。なお、対応にあたっては、誤食事故防止の観点から完全除去・全解除
（代替食品を提供する場合もあります）のみの対応としておりますので、予めご了承
ください。（エピペンのお預かりは可能です。）

●未食対応

基本的に、初めて食べる食材については、各ご家庭で2回以上お試しいただいた後
で、園での提供を行いますので、翌月の献立内容をご確認の上、各ご家庭でのご協力
をお願いいたします。なお、アレルゲンとして可能性の低い食品については、保護者
の方に確認の上、園で提供する場合があります。

●給食献立

毎月末に予定献立を配布致しますので、提供される給食内容や使用する食材など
をご確認ください。また、ブログでも当日の給食を写真付きで掲載していますので、
合わせてご確認ください。

「食事」は、生命の維持、発育、発達に欠かせ
ないものです。食事を通して、子どもの五感を
豊かにし、心身の成長を促すとともに、未食や
食物アレルギーへの対応など安心・安全な給
食提供に努めています。

災害や不審者対応、事故防止に関するマニュ
アルを整備するとともに、定期的な訓練・研
修・点検により、安全な保育環境の整備に努
めています。また、防犯カメラやオートロック式
の玄関など設備整備にも取り組んでいます。

●災害等への備えと対応

当園では災害に備えて、毎月の避難訓練を実施しています。また、災害発生時へ
の備えとして、飲料水・食料を含む防災備蓄をしております。
災害の発生時には「園児引き渡しカード」等を活用して、安全・確実に保護者の方
へ引き渡しができるよう体制を整備しています。なお、台風による暴風警報などが発
令されている場合には、各ご家庭での保育にご協力いただく場合がありますので、予
めご了承ください。

●送迎時のお願い

当園では未成年者(保護者を除く)による送迎を禁止しております。また、お迎え
を予定されている方を予め園にお知らせいただいておりますので、予定外の方がお迎
えをされる場合で、変更の確認が取れない場合にはお引き渡しが出来ませんので、ご
注意ください。



社会福祉法第82条の規定により、利用者様からの苦情に適切に対応す
るため、 当園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員
を設置し、苦情解決に努めています。当園のご利用に関して、困ったこと、悩
んでいること、要望等がありましたらご相談・ご連絡ください。※守秘義務に
よって秘密は守られますので安心してご相談ください。

運営委員会

当園では、利用者様等のご意見・ご要望を聴取するなど、利用者様の立
場に立った良質な保育サービスを提供するため、下記の構成員による運営
委員会を設置しています。

●保育サービスの利用者…保護者様の代表者

●社会福祉事業について知識経験を有する者

●実務を担当する幹部職員…施設長・主任保育士

当園では、日々、安心・安全に最大限配慮して保育に取り組んでおります
が、万が一事故等が発生した場合の補償として下記の保険及び給付制度
に加入しております（保険加入にあたってのご家庭による費用負担はありません）。

Overview

●生産物賠償責任保険

●見舞い費用等賠償責任保険

●災害共済給付制度（日本スポーツ振興センター）

保険補償

苦情解決制度

弊社相談窓口
株式会社global bridge・運営部

03-6284-1627

苦情受付担当者 各担任保育士又は主任保育士

苦情解決責任者 施設長

第三者委員
外部委嘱

（地域の民生・児童委員の方など）

※苦情解決制度の第三者委員の詳細は、重要事項説明書またはエントランスの苦情解
決制度に関する掲示をご参照ください。



あい・あい保育園  

 

あい・あい保育園への入園が内定されたお子さまのご入園に際し、下記の書類・持ち物をご家庭よりご持参ください。なお、入れ違い等の原因

となりますので、すべての持ち物に必ず記名をお願いいたします。 

1．対象欄に〇印があるものは皆さまご持参いただく必要があるものです。△印があるものは必要な方のみ持参となります。 

2．右側に★マークのついた物は、残りが少なくなった時や交換時期になりましたら、その都度ご連絡いたします。 

3．園ではペーパータオル、使い捨てタイプの手口拭きシートを使用します。 

4．園で用意するもののうち、粉ミルク（アイクレオ）、哺乳瓶（母乳実感）、食事用エプロンは異なるものを希望する場合、ご家庭から持参いただけます。（必ず事

前に園と相談してください）  

5．入園書類②と預金口座振替依頼書は、入園説明会時に配布いたします。 

持参日 
対

象 
✔ 物品名 補足事項   

入園説明会（内定者

向け）に持参 
 

○   入園書類① 児童票、保育利用時間等調査票、（離乳食個人票）   

○   母子手帳 表紙・定期健診(産後～最新)・既往歴・予防接種記録の欄があるもの。   

○   緊急連絡票 
災害時に避難場所まで持ち出し、保護者と連絡を取るために使用しま

す。 
  

登園日 

初日に持参 

○   入園書類② 
重要事項説明書の同意書、預金口座振替依頼書、（アレルギー申請書類 

一式）,（延長保育利用申請書）,（土曜保育利用申請書・就労証明書） 
  

○   
預金口座振替依頼

書 

延長保育料等のお支払いは、極力口座引落のお手続きをお願いしており

ます。押印は必ず各銀行へのお届け印を使用してください。 
  

△   
哺乳瓶又はマグ 

（乳児） 

原則として園で哺乳瓶（母乳実感）は用意いたしますが、各ご家庭より

お持ちいただくことも可能です。 
★ 

△   
粉ミルク 

（乳児） 

原則として園で粉ミルク（アイクレオ）を用意いたしますが、各ご家庭

よりお持ちいただくことも可能です。 
★ 

○   着替え 2 組 
園に置いておくストック分です。肌着上下（オムツのお子様は上のみ）、T シャ

ツ、ズボン、靴下で 1 組になります。全ての服に記名をお願い致します。 
★ 

△   
おむつ(使用する場

合) 

買ったときの袋の状態で構いません。袋に大きく油性マジックで記名を

お願いいたします。 
★ 

△   
歯ブラシ 1 本 

（４歳以上） 
名前を書いて上からセロテープを貼付けてご持参ください。 ★ 

△   
おしりふき 1 個 

(使用する場合) 
油性マジックで記名をお願いします。 ★ 

△  避難靴 

2 歳児以上は、避難訓練等で使用いたします。踵があり、着脱がしやす

く、サイズに合った靴をご準備ください。0、1 歳児は、靴の代わりに

靴下を使用いたします。 

★ 

○   ビニール袋 
汚れもの等を入れる用に数枚ロッカーに入れておきます。 

100 円ショップ等で売っている 100 枚入りの物でも構いません。 
★ 

週の初めに 

持参 
○   掛け布団 1 枚 

季節に応じてタオルケット、ブランケット等 

名前は大きく記載してください。 
  

毎日持参 

○   通園バック 特に指定はございません。   

○   連絡ノート 原則園で用意し、登園初日（入園式）にお渡しいたします。   

△   着替え 1 組 

肌着、T シャツなどの上着、ズボン（パンツ、靴下は不要） 

前日に着替えて持ち帰りした場合のみ持参してください。全ての服に記

名をお願いいたします。 

  

○   汚れ物入れ 
着替えた洋服や使ったタオル等を入れます。 

巾着でも、ビニールでも構いません。（袋の場合も要記名） 
  



Overview

施 設 名 あい・あい保育園 浦安北栄園

住 所 千葉県浦安市北栄3丁目1023（地番）

連 絡 先 未開通

開 園 日 月曜日～土曜日

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始（12/29～1/3）

定 員 数
＜80名定員＞ 0歳児： 9名 1歳児：12名 2歳児：12名

3歳児：15名 4歳児：16名 5歳児：16名

開 園 時 間 7:00～20:00

保 育 時 間
短時間保育 8:30～16:30

標準時間保育 7:00～18:00

延 長 保 育

時 間

短時間保育 7:00～8:29、16:31～20:00

標準時間保育 18:01～20:00

延長保育料 19:00まで 30分/100円(2000円上限/月) 19：01以降 30分/300円(上限なし/月)

給食提供日 月曜日～土曜日

実 費 徴 収

・副食費 2,000円／月（3歳児クラス以上）※浦安市からの補助あり
ただし、月途中で入園した月は補助金支給対象外となるため別途費用が発生します。

その他、園外行事等の実施に係る費用は実費での徴収を予定しています。
※例えば、園外行事として親子で動物園等に行く場合の入園料などです。なお、詳
細については別途その都度お手紙等でお知らせと参加の確認をさせていただきます。

設 備 概 要

沐浴室 ○ 調乳室 ○
学習室

（遊戯室）
〇

園 庭 ○ 駐車場 × 駐輪場 ○

医務スペース ○ ベビーカー置き場 ○

※駐輪場は送迎用ですので、常駐は出来ません。
※ベビーカー置き場は台数に限りがありますので、利用を制限させていただく場合
があります。

そ の 他

・指定の制服や体操着、通園バッグ等はありません。
・衛生管理の為、ペーパータオル、使い捨てタイプの手口拭きシートを使用します。
・粉ミルク（アイクレオ/江崎グリコ）、哺乳瓶（母乳実感/Pigeon）、食事用エ
プロンは園で用意いたしますが、お子さんの嗜好等により異なるものを希望する
場合には、ご家庭よりご持参いただくことも可能です。

・使用済みの紙おむつは園で廃棄いたします。

慣らし保育

・慣らし保育には通常1週間から10日前後の期間を設けています。
ただし、保育歴や発達状況、園での様子などを勘案して前後する場合があります。
詳細は、入園時の個人面談にてお伝えいたします。



MEMO



東京都墨田区錦糸一丁目2番1号 アルカセントラル16階

株式会社global bridge

児童福祉施設の経営・運営
（認可保育所・小規模保育事業・児童発達支援事業所・放課後等デイサービスなど）事業内容


	【認可保育所・PDF版】Newパンフレット_20190311 (1) - コピー
	things to bring
	【浦安北栄園】Newパンフレット_20200401
	パンフレットメモページ
	パンフレット裏面

