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１．LEGO保育園の考え方 

 

 

  【保育理念】 

一人ひとりの個性を大切にし、笑顔の絶えない子どもの優しさを育む 

 

 

【保育コンセプト】 

３つの「安」を掲げ、家庭的保育園に徹します。「安全」「安心」「安眠」 

 

【夜間保育内容】 

聞く・聴く⇒集中力 

見る・観る⇒創造性 

話す・歌う⇒表現力 

動く・踊る⇒体力 

触れる⇒好奇心 

考える⇒自立心 

 

入眠前の短い時間ですが、これらたくさんの感覚を育てていきます。 

 

 

 

■保育料 月決め■（開園時間 1７時～翌５時 ） 
 

０，１歳児    42,000円 ＋水・電気料1,000円（税別） 

2歳児以降～   38,000円＋水・電気料1,000円（税別） 

 

＊２人目より、兄弟割引あり。 

 

◎入園準備金なし 

 

◎ 入園時防犯・防災の為、防災ずきん代１５００円（ロッカー内設置）徴収。 

 

◎ 基本延長保育、早預け保育は行っていません。 

 

◎ れんらく帳は入園月は無料。２冊目発行より１冊３００円徴収。 

 

 （注意） 上記料金には全て税抜き表記の為、消費税が加算されます。 
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２．保育目標 

 

１．創造性豊かな子   

２．思いやりのある子   

３．礼儀正しくあいさつのできる子 

 

0歳児・・・一人ひとりの体質や発達を見極め、健全な心身を育む。 

1歳児・・・自分でしようとする気持ちの芽生えを養いながら、保育者の援助を通して基本的生活習慣が 

身につくようにする。 

2歳児・・・表現する楽しさを味わい、認められることで、次のステップ（新しいこと）への興味関心をもつ。 

3歳児・・・学ぶことを通じて、「おねがいします」や「ありがとうございます」などの基本的な挨拶や人の話を 

聞くなどの躾を身につける。 

4歳児・・・個々の子どもの自尊心を満たしていく中で、人の気持ちを理解したり、気遣えるようになる。 

5歳児・・・異年齢の友だち同士の関わりを深めていく中で、思いやりや優しさを持ち、意欲的、創造的な 

遊びや音楽活動に取り組み、充実感や達成感を味わう。 

 

 

 
 

３．乳児保育 

 

LEGO保育園では乳児保育を大切に考えています。 

 

（１）乳児の生活について 

・デイリープログラム（別紙）の 1日の流れに沿い、1日を過ごします。 

 

（２）排泄について 

・一人でお座りができるようになったら徐々に幼児用トイレに慣らしていきます。 

・１歳頃から幼児用トイレトレーニング、1歳半頃からパンツトレーニングを始めます。 

・決まった時間に幼児用トイレに座らせ、上手にできたときは大いにほめて進めていきます。 

・排泄の自立には個人差がありますので無理せず焦らずゆったり構えて進めます。 
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（３）離乳食について(持ち込み） 

月齢 離乳食のすすめ方 留意点 

6 ヶ月 

離乳初期 

・1日一回ドロドロベタベタ状のものを与える。 

・食後のミルク 160cc～200cc 

・食べ物を見て喜ぶ 

・授乳後、たて抱にして背中をさすり、ゲップをしっかりと

出させます。 

・スプーンを使って、果汁野菜スープ、おもゆ等を１さじ

から飲む練習を始めます。 

・飲むときに「ゴックン」と言葉かけ、飲みこみやすいように

促します。 

・乳児の手を添えるようにしてコップで飲む練習をします。 

・食事の前後に手や口を拭きます。 

・いすやラックに座って食べます。 

・食事の前後に挨拶を促します。 

・自分で食べたいという欲求を大切にし、スプーンを持た

せます。 

・「カミカミ」「モグモグ」と声をかけ、咀嚼を促します。 

7～8ヶ月 

離乳中期 

・1 日二回舌でつぶせる堅さの他種類のものを

30g～50g与える。 

・食後のミルク 100～150cc 

・いすに座り、コップでミルクやお茶を飲む 

・食べ物に手を出し、ビスケットなど手に持つ 

9～10 ヶ月 

離乳後期 

・1日三回歯茎でつぶせるように刻んで柔らかく 

煮たものやほぐしたものを与える 

・食後のミルク 50cc～100cc（間食として） 

・手づかみで食べようとする 

11～12 ヶ月 

離乳完了期 

・1日三回柔らかく食べやすい大きさで与える 

・食後に牛乳をコップで飲む 

・スプーンを持って、食べようとする 

 

 

 

 

 

４．入園・退園について 
（１） 保育時間 

17時から早朝５時（開園前の早預かり・延長保育はありません） 

 

（２） ならし保育【希望者対応） 

乳幼児は急激な環境や生活変化に適応しにくいものです。 

分離不安、情緒不安、恐怖心、心身の疲労を和らげるために徐々に集団生活に慣らすよう 

にしています。 

入園してから 5日～7日くらいを目安に、お子さんの様子を見ながら行います。 

 

1日～2日目  17時～19時 保育士に慣れる。 

3日～4日目  17時～20時 夕食を経験する。 

5日～6日目  17時～22時 就寝を経験する。 

7日目       17時～24時 1日を経験する。 

             ※慣らし保育は個人差があります。 
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（３） 休園日 

日曜・祝祭日・年末年始、夏季休園(8月お盆時３日程度)、保育士研修日、 

その他(施設内設備工事など、園が事前に通知した日) 

 

（４） 登園 

① 契約の開始時間までになるべく登園してください。※原則２２時までに登園して下さい。 

② 送迎者の氏名は、入園の際にお知らせください。 

③ 欠席・遅刻・早退の場合は、２０時までに必ず園に連絡してください。 

④ 家の人と別れるとき、泣いたりむずかっても、安心してお預けください。 

⑤ 家から、おもちゃや、は持たせないようにしてください。 

⑥ 送迎時、ドアを開閉したら必ずドアを閉めてください。 

 

（５） 降園 

① お迎えのときは、園児の名前を言ってください。 

② 絶対にだまって連れて帰らないでください。 

③ 園児を引き渡すときは、家族の人以外にはお渡ししません。 

いつもと違う人が迎えにくるときは、必ず園にご連絡ください。 

④ 降園後、一人で園に遊びに来ることは禁止しています。 

⑤ 迎えの時間は厳守してください。やむを得ず遅れるときは、必ずご連絡ください。 

 

（６） 連絡 

① 家庭からの連絡事項は連絡帳に記入してください。 

・健康状態・投薬の指示(与薬依頼書が無い場合は投薬できません) 

 ※なお、お薬は 1日分直接職員へお渡しください。 

・送迎の時間の変更、送迎者の変更 

・住所、電話番号、勤務先の変更 

・家での生活の様子や会話、質問、希望など 

② こんなときは電話でお知らせください。 

・欠席・遅刻は必ず２０時までに    TEL：０９６－３５５－８６８６ 

・お迎えの人や時間がいつもと異なるとき。 

・家庭や近所で重大な事件が発生したとき。 

・緊急に保育園や担任に連絡することがあるとき。 

 

③ 次のようなときは届書を提出してください。 

・保育園を退会、退園するとき。(退園届)希望月の 1 ヶ月前まで 

・感染症による欠席から治癒し登園を開始するとき。(登園許可証) 

・保育園で与薬が必要なとき。(与薬依頼書) 

   

④ 園からの連絡事項 

・れんらく帳、園だよりでお知らせします。それ以外は文書にて配布致します。 

         ※毎日かばんの中を確かめてください。 

         ※疑問、要望はどんなことでもかまいませんのでスタッフにお聞きください。 
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⑤ 退園手続きについて 

退園する場合、保護者は退園希望月の 1 ヶ月前までに連絡帳またはスタッフまでお知ら 

せください。1 ヶ月以降に通知した場合は、翌月分の保育料全額をご負担していただきます

のでご注意ください。保育料に未納金がある場合もすべて退園時に完納するものとします。 

また、保育料の返還は行いません。 

 

（７） 送迎 

① むずかったり、泣いたりしても、こだわりなく園に連れてきてください。 

ただし、お母さんが怒ったり、わめいたり、嘆いてはいけません。 

さりげなくニコニコと先生に預けてください。 

何度も言い聞かせることも、かえって子どもを不安にします。 

 

② 園から帰ってきたら、ニコニコと出迎え、頑張って園に行ったことを褒めてください。 

園であったことを得意そうに話すようであれば、何も心配はありません。 

ニコニコと真剣に聞いてあげてください。反対に話したがらないようであれば、一旦受け止め、 

さりげなく聞き流してください。 

気にかかるようなことであれば園に連絡をください。 

 

（８） 保育料 

保育料は、月謝袋にて決められた集金日にまでにお釣りがないようにお支払ください。 

尚、集金日が日・祝に重なった場合は、前営業日までにお支払ください。 

 

（注意１）1 ヶ月前に退園希望を出さずに急な退園の際も 1 ヶ月分お支払ください。 

           また 1日も登園していなくても退園手続きを行わない限り保育料お支払義務 

           が発生いたします。（限定園児数の枠を提供している為） 

    

   （注意２）月謝日より２日以上支払いが遅れた場合は預けた際一時預かり料金が発生 

           を徴収する事全体でお預かりしています。 

           ご都合にて支払いが遅れる場合は事前にご相談ください。 

 

   （注意３）月のうち病気などで 1週間以上登園ができない場合や家庭都合で登園出来 

           きない場合でも保育料はかかります。月謝日変更もいたしません。 

 

（注意４）１５日以上お支払が遅れた場合は翌月からのお預かりはできません。 

        強制退園になる場合がございます。 

 

 

 

 

（９） 服装 

私服登園です。必ずお洋服に名前を記載してください。 

安眠しやすい（パジャマ等）でも大丈夫です。 
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（10）食事、飲み物（保護者持ち込み） 

子ども達にとって夕食は一日の大切な栄養源であると同時に、最大の楽しみです。 

できるだけ自然で新鮮な旬の素材を使って心を込めてお弁当をお願いします。 

食事内容相談はお気軽にご相談してください。 

 

① 食事について 

・楽しい雰囲気で、食事をします。 

・好き嫌いの見直しが出来ます。 

（みんなと一緒だと、嫌いなものも食べることができます） 

・正しい食事のマナーを身につけます。 

・準備や片付けなどの手伝いをする中で、社会性を身につけます。 

・食べ物への感謝、つくった人への感謝の気持ちを育てます。 

 

② おやつ、軽食（パン等）飲み物について 

食事後、摂り切れない栄養を補うためにおやつを食べます。 

★時間 

・午後１９時００分(登園時間による)と夜中様子見てに食べます。 

  ★内容 

・飲み物はお茶、もしくは牛乳、おやつは、果物と菓子類です。 

 

③ 咀しゃくについて 

幼児期に堅いものを噛み締めることは、乳歯の発育を促し、内臓を丈夫にするとともに、 

脳を発達させ、感受性豊かな子どもをつくると言われています。 

当園では、年間を通して、切り方の工夫や、りんごのデザート、きゅうりスティック等を取り 

入れ、噛む力を養うようにしています。 

 

④  食物アレルギーについて 

     医師から食物アレルギーがあると診断を受けた場合は、検査結果を速やかにお知らせ 

     ください。 

 ＊与えたことのない食材がある場合はお知らせ下さい。 

 

（11）その他 

① スタッフと保護者の個人的なお付き合いは、園の方針として禁止させていただいております。 

② 保護者の住所、職場など、連絡先に変更があった場合は、すぐに連絡をしてください。 

③ 台風や雪で園が通常開園できない場合は、速やかにご連絡致します。 
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５．LEGO保育園の保護者に理解していただきたいこと 
  

① こどもの前で、園や先生、友達の批判や悪口は言わないようにして下さい。 

また、子どもを叱るときも、園や先生、友達を引き合いに出さないでください。 

 

② 「けんか」は、両方に原因があリます。 

一方的に相手が悪くて、一方は何も悪くないのに、「けんか」するということは、考えにくいことです。 

必ず両方に原因があります。『自分の子どもは悪くないのに、「やられた」』と思い込むのは早とちり 

です。 

 

③ こどもの逃げ場がなくなるほど強く責めたり、しつこく聞き出すのはやめましょう。 

人間には自分を守ろうとする本能があります。又、よく思われたいという気持ちもあります。その 

気持ちは、幼い子どもも同じです。得てして子どもは、親の前で自分の悪いことは言わないものです。 

親に褒めてもらいたいという気持ちが強く働きます。そこに子どもの「嘘」が生じます。 

 

④ 園での出来事は、保護者同士で勝手にやりとりしないで下さい。 

園での出来事は、すべて園の責任、施設長の責任です。園で起こった子ども同士のいざこざは、 

保護者同士で勝手にやりとりしないでください。必要な場合は園から双方の保護者様に連絡させて 

いただきます。 

 

⑤ 子どもの話を良く聞いて下さい。 

幼児期の「いじめ」は児童期や思春期の「いじめ」とは本質的に違います。 

「いじめられた」と子どもが言ってきたときは、子どもの話をよく聞いてください。そのときに、お母さんが 

先走って答えを用意した話の聞き方をしないようにしてください。子どもは、「友達との関わりの経験の 

少なさ」から、誤解して「いじめられた」と言うことが多いようです。 

 

⑥ 「嫌なことを人にしないようにしようね。」と言う指導方針をとっています。 

「いじめられたら、いじめてかえせ」「やられたら、やってかえせ」という指導よりも、「やられて、 

どんな気持ちしたの」「自分が嫌だなと思ったら、『やめて』『やらないで』と、はっきりと自分の気持ち 

を伝えてね。そしてあなたは、その嫌なことを人にしないようにしようね。」という指導方針をとって 

います。 

 

⑦ 不審を感じた時は、遠慮なくお電話を下さい。 

「子どもを育てる」ということは、しつけることも、叱ることも必要になってきます。 

保育園で、「叱る」ときは、けんかをして相手を噛みついたときとか、石を投げたとか、人に危害を 

加えたり、物を破壊したときです。そのときは、その場で叱ります。 

洋服を汚したとか、おもらしをした、ご飯をこぼしたというのは幼児にはあたりまえのことです。 

それは片付ければいいだけのことですから、「叱ったり」しません。 

おもちゃを使った後のお片づけをしなかったり、手洗いの順番を守らなかったりしたときは、 

「注意」をします。それを子どもは、「先生に叱られた」と勘違いし、家に帰って保護者の人に伝える 

ことがあります。そうしたことに不審を感じたときは、遠慮なくお電話をください。 
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⑧ 小さい経験を積み重ねることによって、大きな物を乗り越えられるのだと考えています。 

最近の保護者のみなさんは、ちょっとしたかすり傷がつく前に、親がすべて解決してしまうので、 

子どもは保育園で、お友達にちょっと押されただけでも、ものすごく危害を加えられたと感じてしまい 

ます。小さなトラブルの経験が、今の子どもにはありません。 

LEGO保育園では、小さい経験を積み重ねることによって大きなものを乗り越えられる 

のだと考えております。 

 

⑨ 親がイライラして叱るのではなく、優しく接して下さい。 

人見知りが激しかったり、おっとりしていたり、忘れ物をしたり、だらしなかったり、他の子どもについ 

ていけなくても、お母さんは目くじらをたてないでください。 

その子は自分でそれを背負って生きていき、大人になり社会生活をする中で、克服していきま 

す。何もわからない幼児期に、親がイライラして叱るのではなく、優しく接してください。 

保育園では、一人一人の育ちを大切にしています。 

 

⑩ 我が子であっても親の知らない面がたくさんあることを覚えておいて下さい。 

家でも保育園でも、同じような行動をする子。家では言うことを聞かないが、保育園では 

お利口な子。家では素直だが、保育園に来ると急変する子。 

ですから、我が子であっても親の知らない面がたくさんあることを覚えておいてください。 

 

 

 

６．病気・けが・事故 
 
（１）病気について 

① 検温 

いつもと状態が違ったり、前日発熱した場合は、登園前に必ず検温をしてお知らせください。 

 

② 発熱と下痢 

保育園内において、下痢が３回続いたり、熱が 37.5度になり、食欲・機嫌などの状態が 

悪かった場合は家庭または勤務先へ連絡をします。お迎えをお願いすることがありますので、 

連絡先は明確にしておいてください。 

 

③ 病歴 

ひきつけ、関節脱臼、アレルギー体質、小児ぜんそく、心臓病、肝臓病 など、日常生活に 

おいて、注意または配慮を必要とすることがありましたらお知らせください。 

知らせなかったため、対処を誤り、取り返しのつかない事になっても困ります。 

 

【病（医）院を受診する時に】 

お子さんが保育園に在園していることを医師にお伝えいただく 

（ア）保育園に薬を持参しなくても，家で服用できるよう医師が薬を処方してくれる場合が 

あります。 

  （例1：１日３回→２回に。例 2：朝、昼、夕→朝、夕、就寝前に等） 

（イ）登園前または帰宅後に服用することが可能な薬につきましては、家庭で服用していただく。 
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（２）伝染性の病気について 

登園してはならない病気一覧 

病名 登園停止期間 主要症状 

インフルエンザ 
主要症状が消えてから 

3日を経過するまで 

熱、せき、くしゃみ、 

頭痛、咽頭痛 

百日せき 主要症状が消えるまで 
熱、夜間に激しいせき 

ねばっこい痰 

麻疹（はしか） 
主要症状が消えてから 

10日を経過するまで 

日中、首に赤い発疹 

熱、食欲不振 

流行性耳下腺炎 

（おたふく） 
耳下腺の腫れが消えるまで 発熱、耳下腺が腫れる 

風疹 

（3日ばしか） 

主要症状が消えてから 

7日を経過するまで 
発熱、発疹 

水痘 

（みずぼうそう） 
かさぶたが全部とれるまで 発熱、発疹の中に水がたまる 

伝染性下痢症 主要症状が消えるまで 
特有の悪臭あるスープのような 

黄灰色の下痢 

上記のほかに、しょうこう熱、流行性角結膜炎等の伝染病、手足口病 

※医師の診察のもと「登園してもよい」という診断が出るまでは、出席停止です。 

尚、登園の際には登園許可証が必要です。 

 

（３）けがや事故について 

保育園では、安全に気をつけなるべくけがや事故のないように努めております。 

しかし、もし万が一けがや事故が起きてしまったとき、園としてできるだけ対応をさせていただきます 

のでご了承ください。 
 

① 希望する病院 

けがが起きたとき、どこの病院に連れていってほしいか、特異体質の有無などを入園時にお知ら 

せください。  
 

② 初診は保育園が責任を持って連れていきますが、2回目からの通院はご面倒でも、保護者の 

方にお願いします。 
 

③ 保育中に起きたけがは園で治療代をお支払いします。通院したときは、保護者が立て替えて 

領収書を園に提出してください。完治するまで園でお支払いします。 
 

④ スタッフが目を離した隙におもちゃの取り合いや、順番の取り合いで噛み付いたり、ひっかいたり、 

子ども同士のけんかで、けがをすることもあります。できるだけそのようなことのない様、見守りたいと 

思いますが、どうしても防げなかったときはお許しください。 
 

⑤ 走っていて転んだり、お友達と「ごっつんこ」したり、毎日の生活で小さなけがは付きものです。 

小さなけがを経験して、初めて自分の身を危険から守る能力が育つといわれています。 

多少のけがは恐れず前向きな子育てを心がけましょう。 



11 

 

 

（４）園加入の保険 

 ① 園児傷害補償保険 (ヒューマンアカデミー株式会社) 

     死亡・後遺障害の場合    1億５千万万円/１事故 

      

② 施設賠償責任保険 (ヒューマンアカデミー会社) 

対物               500万円/１事故 

 

 

（５）健康診断について 

① 健康診断が年に二回あります。（個人のかかりつけ医にてお願いします） 

② 歯科検診を年に一回行います。（個人のかかりつけ医にてお願いします） 

③ 体重・身体測定を毎月行います。（記録は、おたより帳に記入されます。） 

 

（６）緊急時の対応について 

保育中に容態の変化等があった場合、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先へ連絡し、 

 掛かりつけ医に連絡をとるなど必要な措置を講じます。 

なお、保護者と連絡が取れない場合は、乳幼児の身体の安全を最優先させ、当園が然るべく 

対応を行いますので、あらかじめご了承願います。 

 

●緊急搬送先①   医院名 国立病院 

  住  所 熊本市中央区二の丸１－５ 

  電  話 ０９６－３５３－６５０１ 

 

●緊急連絡先②  医院名 地域医療センター 

  住  所 熊本市中央区本荘５丁目１６－１０ 

  電  話 ０９６－３６３－３３１１ 
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７．地震などの災害について 
 

（１）消防訓練 

火災や地震を想定した消防訓練(避難・消火・通報訓練)を毎月実施します。 

避難経路や消火器の設置場所・使用方法についても、日頃から職員全員で周知・把握し、 

非常時に備えます。また、防火管理責任者を設置し定期的に消防署等から指導を受けます。 

 

（２）非常災害時の対応 

災害などの緊急の場合は、できるだけ早く保護者の方が直接、園に迎えに来てください。 

近所の方が「連れて帰ります」と言われても、非常事態のときは後で何が起こるかわからないため、 

保護者の方にしか子どもをお渡しできません。 

遠くに出かけていてお迎えが遅くなる場合は、園が責任を持っておあずかりしますので、保護者 

の方は早めのお迎えをお願いします。 

 

（３）非常災害時の避難場所 

第一避難所 ： 蓮政寺公園（鶴屋裏手） 

第二避難所 ： 白川公園             

 

８．【延長保育について】 
（１）延長保育 

基本延長保育はございません。保護者様のお仕事上やもおえない場合のみとなり 

時間外保育として必ず事前申告が必要です。 

 

★時間と料金 

時間外保育時間 

5時以降６時まで １０分毎５００（税別） 

 

（注意） 

    延長保育はございませんが基本時間外でお受けするのは６時までです。 

    ６時過ぎても保護者様との連絡が取れない場合はが幾度かある際は強制退園と 

    なりますのでご注意ください。 

      

 ★申込み方法 

  ・時間外保育を希望する際は、スタッフまでお申し付けください。 

  ・勤務最中に閉所時間お迎えが難しいとなった場合はすぐにご連絡下さい。 

  ・時間外料金はお迎えの際徴収いたします。 

 

 ★お願い 

  時間外保育は勤務時間の都合で通常の保育時間内にお迎えに来れない方が利用する 

  事が基本です。子ども達は、お迎えを首を長くして待っています。 

都合のつくときはできるだけ早くお迎えに来てあげてください。 
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（２） 一時預かり保育 

保護者の育児疲れ解消等私的な理由、その他の理由、もしくは保護者の勤務形態により 

家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育できないお子さまをお預かりします。 

お預かりできるのは、0歳児(生後３ヶ月)からです。 

 

★申込み方法 

・申込み用紙に必要事項を記入の上、保育園に申し込んでください。 

・一日の受け入れ人数に限りがありますので、ご希望に添えないこともあります。 

・ご利用のときは、最低２日前まで口頭または電話で予約をしてください。 

 

       ★利用料金 

        ・１７:００～２４:００→５００円／１時間 １５分単位（税別） 

        ・２４：００～５：００→５００円／３０分 １５分単位（税別） 

 

       ★ご予約のキャンセルについて 

        ・ご予約日の前日18時までにご連絡下さい。 TEL ０９６－３５５－８６８６ 

            ※ご予約当日のキャンセルにつきましては、一律２０００円保育料金をお支払頂きます。 

 

       ★持ってくるもの 

・入園申込書（初回のみ） 

・健康保険証のコピー（初回のみ） 

・着替え一式（パンツ、シャツの下着とトレーナー、ズボンなど上下の着替え） 

・食事用エプロン（1枚）※必要な場合 

・お口拭きタオル、お手拭きタオル（各１枚） 

・新聞紙（2枚） 

・バスタオル（入眠用として 2枚） 

・オムツ、おしりふき 

 

        ★お願い 

          お子さんが保育園に慣れるまでには時間が必要です。 

          突然今までとは別な環境におかれるわけですので、戸惑い泣くのは当然です。 

          緊急の場合を除いて、いきなり一日お預かりするということはいたしません。 

・行事の前後や、保育者が確保できないときは、お断りする場合もございます。 

・完全母乳のお子さんのお預かりは、3時間までとさせていただきます。 

 

 
９．保育内容に関する相談・苦情など 

ご相談・苦情・ご意見等あればお気軽に下記までご連絡下さい。 

 

●合同会社 佐方 

（住  所）  熊本市中央区中央街１－１４サンケイビル２階  

（電  話）   ０９６－３５５－８６８６ （受付:月～土／9:00～18:00）  

（担当者）   佐方 千秋／統括責任者 
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10．準備するもの 

 持ち物 
お預けいただく 

量の目安 
お持ちいただく日 お持ち帰りの日 

0歳児 

連絡帳（施設で用意） ～1冊300円 毎日 毎日 

よだれかけ 3枚 毎日 毎日 

お口拭きタオル 1枚 毎日 毎日 

着替え 3～4組 置き 週末 

おむつ(ﾊﾟｯｸのままでも可) 10枚～ 置き  

おしりふき １パック 置き  

新聞紙 数枚 置き  

ミルク、哺乳瓶 1缶、1本 置き  

防災ずきん 1枚 置き  

 バスタオル 2枚 週初め 週末 

1歳児～ 

連絡帳（施設で用意）  毎日 毎日 

よだれかけ(必要な方) 3～4枚 毎日  

着替え 2～3組 置き 週末 

おむつ（必要な方） 10枚～ 置き  

おしりふき １パック 置き  

新聞紙 数枚 置き  

バスタオル 2枚 週初め 週末 

お手拭き 

お口拭きタオル 
各 1枚ずつ 毎日 毎日 

防災ずきん 1枚 置き  

3歳児～ 

連絡帳  毎日 毎日 

着替え 2～3組 置き  

歯ブラシ、コップ 1セット 
月初に新しいもの 

（歯ブラシのみ） 
 

新聞紙 数枚 置き  

お手拭き 

お口拭きタオル 
各 1枚ずつ 毎日 毎日 

防災ずきん 1枚 置き  

■P15の表のうち、「お持ちいただく日」の記入のないものは随時お持ちください 

■着替えは個別のロッカーで保管します。着替え用衣類の種類や量は、季節によって調節をお願い 

します。 

■施設にお持ちになる全ての持ち物にお名前をご記入ください。 

(記名の無い物は、こちらで記入させていただきます。） 

■着脱の練習のために、お子様が着替えしやすいものをご用意いただく場合もあります。 

■トイレトレーニングが必要なとき、おねしょシーツをお持ちいただくことがあります。 

■お持ちいただくかばんは、肩にかけられるか背負うことのできるタイプで、お子様の両手が 

空くものをお選びください。また、連絡帳と汚れた衣類一組が入るくらいの大きさのものをご用意下さい。 
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１１．その他 
【個人情報について】個人情報の取り扱いには十分注意し、第三者に開示・漏洩はいたしません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報セキュリティポリシー(基本方針) プライバシーポリシー(保護宣言) 

LEGO保育園は社会福祉施設としての 

社会的責任を果たすため、情報が常に様々な脅威に 

晒されていることを認識し、個人情報等を適切に保護 

し管理いたします。万一の情報漏えいや災害等による 

情報システム停止の場合、当保育園の業務遂行に及 

ぶ重大な影響はもとより、信用失墜による多大な損失 

や地域の方々への不利益を及ぼす恐れがあります。 

そのような事態を回避するために、子どもの人権と 

最善の利益及びその家庭に関わる情報の安全対策に 

関する基本方針として、本セキュリティポリシーを定め 

ました。 
 
 
１）定義 
情報とは、当保育園が保有する各種情報、及び各種 

情報を適切に処理または各種情報等が正当に保護され 

使用されるための情報システムの総称を言います。 
 
 
２）適用範囲 
本セキュリティポリシーは、個人情報等及び情報に接す 

る全ての役職員等に適用します。 
 
 
３）セキュリティポリシーの継続的改善 
本セキュリティポリシー、情報セキュリティに関する規程 

並びにセキュリティ対策の責任者（＝施設長または園

長）を定め、情報セキュリティ対策の運用体制を確立し、 

維持、改善を含めた活動を継続的に実施します。 
 
 
４）役職員等の責務 
当保育園の役職員等（理事、監事等法人役員等 

全部含む。以下役職員等という）は、本セキュリティポ 

リシーが有効に機能するよう努めます。 
 
 
５）法令等の遵守 
当保育園の役職員等は、情報セキュリティに関する 

規程のほか、平成２０年度告示新保育指針関係法令 

を遵守します。また、役職員等の教育や啓発を行い情報 

セキュリティに関する意識を浸透させるとともに、向上を図り 

ます。 
 
 
６）安全管理措置に関する質問及び苦情申立について

当保育園は個人データの安全管理措置に係る保護者 

からの苦情処理に適切に取り組みます。尚、個人ﾃﾞｰﾀの 

安全管理措置に関する質問・苦情処理の申立につきまし 

ては、法人の苦情処理第三者委員、又は右記のお問い 

合せ先まで申し出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）個人情報とは 
本プライバシーポリシーにおける「個人情報」とは、 

「住所・氏名・電話番号・生年月日」等、特定の個人を 

識別することができる情報をいいます。 
 
 
２）個人情報の取得について 
子どもの生育に関わることとしての家庭調書、事務室・ 

各部屋にはクラス別等を保管します。 
 
 
３）個人情報の利用目的 
家庭への連絡（病気や災害等を含む）。 

 
 
４）個人情報の正確性の確保について 
最新の内容に努める。 

 
 
５）個人情報の開示・訂正等、利用停止等について 
開示はなるべくしません（２１年度よりは保育要録に 

対して対応する）。長年行った連絡網は廃止します。 

ホームページや写真の掲載は、個人毎に承諾を得ます。 
 
 
６）個人情報の安全管理について 
家庭調書は各種重要書類と一緒に保管します。 

絶対外部に持ち歩きません。 

（但し園外保育は別とする） 
 
 
７）個人情報保護に関する質問・苦情・異議の申し立て
について 

次の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【個人情報に関する相談窓口】 

合同会社 佐方 
 

  統括責任者 佐方千秋 

 

住所： 熊本市中央区中央街１－１４ 

    サンケイビル２階 

TEL:  ０９６－３５５－８６８６ 
 

 

 

 


