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園のしおり

KFJ多摩なのはな保育園



1. 保育園概要

年齢 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

クラス さくらんぼ組 いちご組 りす組 ばんび組 ぺんぎん組 きりん組

人数 12人 16人 20人 24人 24人 24人

クラス紹介 定員 120名

職員構成

園長 副園長
主任
保育士

保育士 看護師
管理
栄養士

事務
その他
パート

1名 1名 1名
子どもの
人数で
増減有り

1名 1名 1名
子どもの
人数で
増減有り

施設名 ＫＦＪ多摩 なのはな保育園

運営主体 社会福祉法人 川崎市社会福祉事業団

住所 川崎市多摩区登戸2249-1
Tel 044-930-1261（代表）
Fax 044-934-1164

KFJ多摩は、社会福祉法人社会福祉事業団が設置し、保育所・指定障害福祉
サービス事業所（生活介護・就労継続支援型B型）児童館の４つの施設機能を有
した複合福祉施設として運営を行っています。在宅障害者の支援と保育・児童健
全育成事業の推進、並びに地域コミュニティーの拠点として、多くの方に利用さ
れる開放型の福祉施設として機能することを目的とします。

社会福祉法人 川崎市社会福祉事業団は、だれもが地域社会において安心

して快適な生活が営める福祉社会づくりを目指しています。４つの基本理念
を組織目的として、ひとりひとりの個性が大切にされ、充実した生活を送る
ことができるように質の高い福祉サービスの提供に努めています。

※給食は業務委託をしており、別に栄養士、調理師がおります。



主な年間行事

遠足（幼児）
交通安全集会
歯の集会
歯科検診

プール開き
七夕集会

☆夏まつり
お泊り保育（年長組）
プールじまい

梨狩り
総合防災訓練

☆運動会
遠足（幼児）

☆乳児親子で遊ぼう会

☆幼児お楽しみ会
観劇
お餅つき
お正月を楽しむ会
獅子舞
移動動物園
節分集会

春
夏

秋

冬
ひなまつり
乳児お楽しみ会

☆卒園式（年長児保護者）

卒園遠足
進級お祝い会
総合防災訓練

春
☆印は保護者参加の行事です。
保護者参加行事は土曜日に行います。

新型コロナウイルス感染症の拡大状況に
よって中止や実施方法の変更があります。



●保育時間について
開園時間 7：00～20：00

保育時間 7：00～18：00（18：01～20：00は延長保育時間）

コアタイム 8：30～16：30
≪短時間認定の方はコアタイムのお預りになります≫

保育時間は、保護者の勤務時間＋通勤時間です。
園長との面接で決めさせていただきます。

２. 保育園での生活

●延長保育について
延長保育を希望される方は、別途申請と園長面接が必要となります。
時間が１分でも過ぎると利用時間と料金が異なります。

◆コアタイムの方の延長保育料
7：00～8：30

16：30～18：00

◆夕方の延長保育料
18：01～18：30 月額1000円

～19：00 月額2000円
～19：30 月額3000円
～20：00 月額4000円

●スポット延長保育について
日々延長をご利用でない方やいつもの延長時間より長くご利用の場合
30分の利用につき１回500円＋補食代100円
スポット利用時に申請書を記入し、その場で料金のお支払いをお願い致します。

※日々延長を利用されている方が、いつもより長くなる場合は補食代はいただきません。
※スポット利用予定日がおわかりの場合は事前に申請する事も可能です。

●給食費について
完全給食を実施いたします。
乳児は保育料に含まれています。
幼児は１か月 主食代1500円＋副食代 4500円 徴収いたします。

＋補食代 月額1500円

30分につき月額1000円



受領する費用の種類 支払いを求める理由 金額

幼児給食費

主食費
3～5歳児クラスの児童に提供する主食代を
実費でご負担いただくもの

月額 1,500円

副食費
保育の無償化に伴い、ご負担いただくもの
(但し被保護世帯及び市民税非課税世帯は免除)

月額 4,500円

延長保育費用

延長保育料
延長保育に要する費用の一部をご負担いただくもの
(但し被保護世帯及び市民税非課税世帯は免除)

月契約延長保育料
30分につき 月額1,000円
スポット利用保育料

30分につき 1回 500円

補食代 延長保育時に提供する補食代を実費でご負担いただくもの
月額 1,500円

スポット1回 100円

受領する年齢 諸費用

保育活動で
個人使用
する教材
及び日用品

学年共通
帽子(新入園時)
名札(新入園時)

＠812円
＠97円

合計909円

0歳 ●おしぼりタオル代 ＠2,400円/年間

1歳 ●おしぼりタオル代 ＠2,400円/年間

2歳 ●おしぼりタオル代 ＠2,400円/年間

3歳

のり
クレヨン

●おしぼりタオル代

＠121円
＠627円

＠1,200円/半年
合計約1,948円

4歳

粘土
粘土ケース
粘土板
はさみ

＠214円
＠198円
＠302円
＠214円

合計約928円

5歳

色えんぴつ

遠足費用
お泊り保育
卒園アルバム代

＠528円

＠1500円程度
@500円程度
＠2,700円

合計約5,228円

●おしぼりタオルについては2歳児以下が通年利用、3歳児は上半期使用予定です
●上記一覧表の保育活動で使用する教材は全員に購入をお願いしているものです

(令和2年4月実績)

3. 保育に関する諸費用



時間 ０歳児 １・２歳児 ３・４・５歳児

７：００
８：３０

順次登園
クラス別保育 あそび

順次登園
クラス別保育 あそび

順次登園

９：００
９：３０

１０：００
１０：３０
１１：００
１１：３０

離乳食完了後より牛乳
視診・あそび・（睡眠）

（昼食）離乳食 授乳
お昼寝

おやつ（牛乳）
視診・あそび

昼食

視診・あそび

昼食

１２：００
１３：００
１４：３０
１５：００
１６：００
１６：３０

目覚め・ラジオ体操
おやつ（授乳）

あそび・（睡眠）
順次降園

お昼寝

目覚め・ラジオ体操
おやつ
あそび

順次降園

お昼寝
目覚め・ラジオ体操

おやつ
あそび

順次降園

１８：００
２０：００

延長保育 延長補食（離乳食期 授乳） 順次降園
閉園

天気の良い日は、体調を考慮しながら戸外遊びを楽しんでいます

幼児クラスは、次のような事も楽しんでいます
・MENDORI（めんどり）さん おはなし会（月１回）
・どんぐりクラブ 佐藤先生の運動遊び（年３回）
・運動専任による運動遊び（随時）
・ボール遊び

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により行事の実施には変更があります。

４. 一日の生活の流れ



0歳児クラス
（さくらんぼ）

1・2歳児クラス
（いちご・りす）

3・4・5歳児クラス
（ばんび・ぺんぎん・きりん）

1日目
9：００～１０：３０(懇談会)

★食事まで

9：００～１０：３０(いちご)
９：００～１０：４０(りす)

保護者と別れて遊ぶ

９：００～１１：３０
食事まで

2日目

９：００～１０：３０
★保護者と別れて食事まで
（お迎え後、食事を食べさせ

て頂きます）

９：００～１１：３０
食事まで

９：００～１５：００
おやつまで

3日目 ９：００～１４：００頃
９：００～１６：００

おやつまで
申請時間まで

4日目
９：００～１６：００

おやつまで
９：００～１６：００

5日目 ９：００～１７：００ ９：００～１７：００

6日目 ９：００～申請時間まで ９：００～申請時間まで

お子様や保護者の勤務状況にあわせて相談し、3日～5日程度で進めていきます。

＜慣らし保育の進め方＞

★新型コロナウイルス感染症の拡大状況により変更があります。

＊上記の表が目安となりますが、お子様の様子や保育歴、ご家庭の事情などを考慮にし、
ご相談をしながら進めていきたいと思いますので、ご理解の程よろしくお願い致します。

＊土曜日保育は、慣らし保育終了後からになります。
また、休日保育のご利用についても園長面談等で相談の上、決定させていただきます。

＊さくらんぼ組のお子様は、環境の変化により体調を崩しやすくなりますので、
入園後1か月の間は延長保育のご利用を控えていただいております。

５. 慣らし保育について



準備品 サイズ形状 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

食事・おやつ用

コップ
プラスティック
大きすぎない物 ▲ ○ ○ ○ ○ ○

コップ袋
巾着型のもの
（ジップロック等はNG） ▲ ○ ○ ○ ○ ○

食事用エプロン
袖なし・ヒモなし
（シリコン製はNG） ２枚 ２枚 ２枚

お昼寝用

バスタオル 1枚 ○ ○ ○ ○ ○ ○

おねしょシーツ 120㎝×70㎝程度 ○ ○ ○ ○ ○ ○

ブランケット 130㎝×90㎝以内程度 ○ ○ ○ ○ ○ ○

必需品

着替え（２,3組程度）
パンツ・ズボン・肌着・
Ｔシャツ、長袖等 ○ ○ ○ ○ ○ ○

靴下（２,３足程度） ▲ ○ ○ ○ ○ ○

紙おむつ ○ ○ ○ △

おしりふき ○ ○ ○ △

汚れ物入れ スーパーの袋（大・小） ○ ○ ○ ○
大のみ

○
大のみ

○
大のみ

通園かばん又は

リュック
お子さんが扱いやすい物 ○ ○ ○

絵本バック 30㎝×40㎝程度 ○ ○ ○

水筒 肩ヒモ付きのもの ○ ○ ○

靴
上履き サイズの合った

履きやすいもの

○ ○ ○ ○

外履き（置き靴） ▲ ○ ○ ○ ○ ○

・▲は使用時期が来たら担任が連絡します。
・△は必要に応じてご用意ください。

・使い捨て口拭きタオルは、自動除菌おしぼり機（おしぼり太郎）を使用します。
（０、１、２、３歳児使用）

・手拭きには、使い捨てペーパータオルを使用します。

・持ち物には必ず１つ１つに名前を書きましょう。（オムツにも同様にお願いします）
・シャツ、靴下など記名しにくい物は名前を糸で縫うなど、名前が消えない工夫をお願いします。
・洋服・上着はフードのない物で、着脱しやすい物をお願いします。
＊上履きや外履き（置き靴）は週末に持ち帰って洗いましょう。サイズの確認もお願いします。

※貸し出しについて
オムツ・おしりふき・パンツは、衛生面を考えて保育園で新品の物を用意し、貸し出しします。
貸した物と同じサイズで新品の物をお返しください。
（その他衣類の貸し出しは、洗濯の上お返しください。）

６. 持ち物について

・名札をつけるので服に小さな穴があくことがあります。
ご了承ください。



＊バスタオル 1枚（敷布団の上に敷いたり、暑い日などに掛布団の代わりに使用します）
＊おねしょシーツ 1枚 （敷布団カバーとして使用します）
＊ブランケットタオル 1枚（春、秋、冬にバスタオルと合わせて毛布として使用します）

※夏は掛け布団としてバスタオルを１枚使用します
3歳児クラスからはコットの使用になります。上記の持ち物から内容の変更はありません

＊おねしょシーツ、バスタオル、ブランケット のサイズについて

〈おねしょシーツ 子ども用〉 〈ブランケット、タオル〉

＊カバー類、バスタオル共には大きく記名をお願いします。

＊カバー類・バスタオルは、週末に持ち帰り洗濯して、次の登園時には使用できるようにお持ちください。
＊持ち運び用の大きな袋をご用意ください。（エコバック等でOKです）

７. 寝具について

＊サイズについては
上記の上限サイズ以下の物でご用意ください
横115㎝ 縦85㎝ くらいの大きさが好まし
いです。

＊白布に名前を大きく記入し、縫い付けてくだ
さい

＊おねしょシーツは必ず四隅に
ゴムがついたものをご用意ください

＊名前を大きく記入してください

おおよそ
85～130ｃｍ

おおよそ
60～90㎝

裏面に四隅
ゴムバンド

表面に大きく
なまえ

７０㎝

120ｃｍ

・おねしょシーツ
・バスタオル 1枚
・ブランケット

津夏 ・おねしょシーツ
・バスタオル １枚

津春津秋 ～

なまえ なまえ



コットについて

・写真は年長児サイズの物になります。
（3.4歳のものは写真より一回り小さいサイズとなります。）

・メッシュ素材で通気性があり、体に負担のないマットです。

・床に直接触れずにお昼寝ができるため衛生的。
床と体の間に空気の層ができるため、夏は涼しく、冬は床の冷たさが伝わらず
暖かく快適に過ごせます。



離乳期について

• 安定した人間関係の中でミルクを飲む心地よさを感じてほしいと思っています。
• お腹がすき、離乳食を喜んで食べ、味わうことを大切にしています。

• 月齢や食べ方・食形態や量など、ご家庭と連絡を取り合いながら離乳食を進めていきます。
• 初めて食べる食材は、おうちで試してから園での提供となります。

心もからだもおおきく成長する乳幼児期の食事は、楽しく食べる事を大切にしています。

毎日の生活や遊びの中から意欲を持って食に関わる体験を積み重ね、大人になったときの
「食を営む力」の基礎を家庭と連携を図りながら育てたいと思っています。

給食について
＊［主食］［１汁２菜］を基本とした構成です。
＊ 味覚の形成に大切な時期なので、素材の味を生かせるよう薄味にしています。

薄味でおいしく食べられるよう鰹節でだし汁を取る等手作りで行っています。

＊ 旬の食材を使い、食事を通して季節感を出しています。
＊ 保育園の昼食とおやつで、乳幼児の1日栄養必要量がおよそ50％程度摂取できます。

幼児の給食

• 日本の伝統的な料理や食文化に触れる機会
を多く取り入れます。

• お誕生会・季節の行事会食を行い、食事を
より楽しむ事ができるようになります。

８. 給食・食育について

乳児の給食

• いろいろな食べ物を見る・触る・味わう経験
を通して、進んで食べるようになってほしい
と思っています。

• 子どもの発達に応じた食品の硬さ・大きさに
工夫しています。

延長保育の補食について

延長保育では18：01～18：30頃に
軽い補食を用意します。
離乳食のお子さまには、ミルクの提供になり
ます。

食物アレルギーへの対応

食物アレルギー児に対しては、主治医の指示に基
づき、除去食を提供します。

※保育園での対応
・医師の診断、指示書のもとに、アレルギー食品
の除去を行います
・毎月は配布する献立表のアレルギー食品に印を
付け変更事項を記入しご家庭に配布します
・担任保育士・給食室との確認を行い、食事を開
始します。

配慮食について

病後、下痢などの回復期で基本１～２日間、
医師の指示のもと配慮食を行います。
配慮食申請書の記入が必要となります。
※医師の診断が必要となります。

非常食について

災害備蓄保存用パン・アルファ米炊き出しセ
ット等を備蓄しています。

食育への取り組み

事業団保育園食育計画をもとに、なのはな
保育園の食育計画を立てています。
「楽しく食べる子ども ～感謝する心を育て
る～」を目標に行います。
年齢に適した食育活動に取り組んでいます。



平熱
36℃～37.4℃

微熱
37.5℃～37.9℃

中等度熱
38℃～38.5℃

高熱
38.6℃以上

受け入れは可能

※平熱が低いお子様は
面談で確認。

お預かりは不可

※平熱の高い乳児は
面談で確認。

お預かりは不可

前日に３８℃以上の熱が有る場合のお預りは出
来ません。

※乳児は平熱＋１℃を目安にしますが、38℃以上を中等度熱と判断致します。

★解熱後、２４時間以上経過してからのお預かりとなります。

保育園は集団生活の場なので、登園は他の子ども達と同じ活動が出来ることが前提です。子ども
は体調が悪くても集団に入ると活発に遊び体力を消耗します。その為登園前の健康チェックはご家
庭でしっかり行い無理のない登園をお願い致します。

●体調の良くない時は
同居家族の方（兄弟含む）が体調の良くない時もお預りは出来ません。

●発熱の対応は以下の様にさせていただきます。

●お預かりが出来ない症状
・前日（24時間以内）に熱がある ・前日（24時間以内）に2回以上の嘔吐がある
・解熱剤を使用している ・食欲がなく、水分しかとれない
・水下痢がでている

・微熱が出ている（いつもと様子が違う場合、熱性痙攣の既往がある場合）

●感染症について
・身近（家族やその学校、職場等）で感染症にかかった方がいる場合はお知らせください。
同居家族が感染している場合のお預かりも出来ません。家族が感染したら、出来る限り接
触を避けながらご家庭で過ごして頂きます様にお願い致します。

・感染症にかかった方の送迎はご遠慮致します。
※園児と同居の方が新型コロナウイルスに感染している、感染の可能性があり検査を受ける
（受けた） 濃厚接触者と特定された、濃厚接触者になる可能性がある場合には、登園は出来ません。

※感染予防のために以下の様な物は洗わず、ビニール袋に入れてお返しします。
・血液がついたもの ・下痢便や嘔吐物が付着したもの

●予防接種について
※予防接種は基本的には保育園をお休みしている日や帰園されてから受ける様にしてください。

９. 健康管理について



●保育園での怪我や事故について
不慮の事故がないよう十分注意しておりますが、万一怪我をして受診が必要な場合、直ちに保護者

の方へ連絡をとり、許可をいただいた上で受診します。緊急を要する場合は、園長及び看護師の判断
により対応します。

●爪は１週間に１回は切ってあげましょう。
子ども達が関わるなかで、爪が当たって怪我をさせてしまう場合が有ります。お子さまの爪が
長くなっていないか、角はとがっていないかの確認をこまめにして頂きます様にお願い致します。

●病児保育室や病後児保育室のご案内
病気の回復期やどうしてもお仕事がお休み出来ない時には、病児保育室をご利用ください。川崎市に
は7か所あります。

●保健活動・年間保健行事

・健康だより発行………………毎月世帯ごとに配布※マチコミにてPDFファイルで配信
・身体測定………………………毎月各クラスで実施（すこやか手帳に記録します。）
・頭しらみ………………………毎月各クラスで実施
・爪の長さチェック……………毎日各クラスで実施
・園医健診………………………0～1歳 2ヶ月1回 2歳～５歳児 4ヶ月に１回実施
・保健指導……………………毎月１回程度幼児クラスで実施
・歯科検診………………………年１回
・予防接種調査(新入園児)……年１回
・プール前健診・健康調査………6月
・保健情報提供………………適宜

●嘱託医
内科 岡野 敏明先生 （岡野内科医院）

歯科 横田 嘉郎先生 （横田歯科医院）

●すこやか手帳について
６年間使用する大切な成長記録です。毎月の身体測定の結果や、健診結果を記入します。

園で保管し、緊急時には通院先に持参することになります。

●薬について

川崎市医師会の指導により原則として薬を預かることは出来ませんのでご了承ください。

※保育園では以下を使用する事があります。使用を控えたい場合はお知らせください。
保湿剤：ワセリン 虫刺され：ムヒ ベビームヒ
虫よけ：アロマオイルとアップルビネガーを使用した、手作りのもの



A.駐車場はありません。園の前の道路も駐停車禁止となっておりますので、近くのコイン
パーキングをご利用ください。
駐輪場はありますが、限られたスペースとなりますので、置いたままにはしないでください。
ベビーカー置き場は０、１歳児のみ利用可能です。こちらも限られたスペースとなりますの
で、譲り合ってご利用ください。

Q. 連絡帳は乳児だけですか？

Q.駐車場・駐輪場・ベビーカー置き場はありますか？

１０. よくある質問

Q.新型コロナウイルス対策はどうなっていますか？

A.朝必ず検温をしていただき、37.5度以上の場合はお休みいただきます。また、24時間以内
に熱や咳症状などがある場合やご家族に体調不良の方がいる場合は、お休みいただきます。
その他、玄関前での手洗い・手指消毒、非接触体温計による検温、送迎時の園滞在時間をで
きるだけ短くするようお願いしています。
また、園内の消毒、玩具の消毒は定期的に行っています。
できるだけ、3密を心がけて保育を行っています。

Q.紙おむつですか？

Q.発熱があった場合、何度でお休み、あるいはお迎えの連絡がありますか？

A.目安は37.5度以上ですが、平熱より1度高い場合や、その他の全身状態を見てご連絡をし
ています。ご家庭でもいつもと様子が違う場合は、無理せずお休みしていただくか、職員ま
で必ずお知らせいただいています。

A.ご家庭から紙おむつを持ってきて補充して頂きます。一枚一枚にお名前をご記入していた
だきます。破棄は園で行います。補充の紙おむつがない場合、園の紙おむつをお貸しします
ので、新しい紙おむつを返していただきます。

A.家庭とのやりとりは「キッズビュー」というシステムを利用しています。
乳児は『スマホ連絡帳』を使用して、お家の様子や園の様子を毎日個別にやり取りしています。
幼児は気になる事があるときなどは『スマホ連絡帳』でやり取りをします。また、その日の活
動の様子や翌日の持ち物などは掲示板でお知らせしています。

Q. 慣らし保育はありますか？

A.お子様が無理なく保育園に慣れ、楽しく過ごせるように、基本的に最初の5日間を慣らし保
育としています。慣らし保育中は土曜日保育の利用はできません。また、0歳児は最初の1
か月は延長保育は利用できません。

Q. 保護者会はありますか？

A.各クラスから役員を数名ずつ選出していただき、年間で数回の役員会に参加いただきます。
全家庭対象として保護者会費の徴収もあります。


