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１．事業所内保育所に込めた想い

「心から笑顔になれる場所」

仕事と子育ての両立を図りながら、その子どもたちが笑顔でいられ
るために、子どもたちの「心」を育む良質の保育環境を提供する当
社並びにテナント従業員の為の福利厚生施設を設置致しました。

また、子どもたちだけでなく、ご家族が笑顔でいられるために、ご家
族が仕事や趣味に積極的に関わり、自分の人生を豊かに、安心
と安らぎの時間をサポートすることも私たちの大きな役割です。

そのためには、働く職員が笑顔でいられることも大切なことです。

一人一人の笑顔を大切にして、一人の笑顔がみんなの笑顔になり、
みんなの笑顔が一人の笑顔になる。

事業所内保育所に関わる全ての人が「心から笑顔になれる場所」
になる。

そんな場所になって欲しい。
それが私たちの想いです。
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２．保育方針・保育目標

子どもの健やかな成長を第一に、保護者の方と共に考え、共に子どもの成
長を見つめていきます。

子どもの生活環境と屋外の関係性を重視して、陽の光をたくさん浴びながら、
屋外では寒暖の違いや植樹から季節の移り変わりを感じたり、空腹を感じて食
に対する感謝を学んだり、子ども同士の遊びを通じて芽生える感情を大切にし
ながら生きる力を育みます。

集団生活の中でたくさんのお友達や先生達と触れ合いながら、人に対する愛
情や信頼感を基に、互いの違いを受け入れたり、許してあげたりして、人が人を
思いやる心を育みます。

遊びの中で子どもたち自身が興味あるものに気づき、期待を持って挑戦したり、
積極的に取り組む中で自信を持ち、無限の吸収力を引き出し、個性豊かな子
どもの夢を大きく育てます。その中でも、当園では、毎日の保育活動の中に屋
外で過ごす時間を積極的に取り入れて参ります。

思いやりのある豊かな心を育てます

生きる力を育みます

個性を重んじ、豊かな想像力を育みます

人間の持つ生きる力を育む
思いやりのある豊かな心を育む
個性と想像力を育む

■保育目標

■保育方針
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３．開園日・保育料について

■開園日・開園時間
開園日 月曜日から日曜日まで（祝日含む）

基本時間 8時00分～19時00分まで
※21時00分まで延長保育可能

■休園日
基本なし ※集団感染症発生時、自然災害など、子どもの安全を考慮した休園あり。

※株式会社カリーノが定める、定休日に準ずる休園日あり。

■保育料
当園の定める保育料は下記の通りです。（※国の情勢により、年ごと変更の可能性あり）
※第2子以降同時入園の場合、保育料（第2子分）半額
※宇土CMテナントスタッフは保育料1割引（上限3,600円/月）
※月途中入園（退園）時（★1）は、日割計算となります。

(★1）月16日間未満の、月利用日数の場合。

■月極保育と保育料
■月極保育の利用規約
〔１〕月極保育は、原則、月16日間以上、且つ、３ヶ月以上の利用継続を目的とします。
〔２〕原則、保護者（両親どちらかでも）勤務外のお預かり（保育）は致しかねます
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年 齢 0歳児 1.2歳児

保 育 料
( 月 1 6 日 以 上 ）

￥36,000- ￥36,000-

保 育 料
（ 月 1 6 日 未 満 ）

￥2,250-×日数 ￥2,250×日数

保 育 料
（ 無 償 化 対 象 ）

￥0- ￥0-



３．開園日・保育料について

■時間
通常保育の時間内では登降園ができない方を対象に、延長保育を行っています。
この場合には、別途延長保育料がかかります。※無償化対象者でも別途徴収いたします。

19時00分から21時00分まで 1日：400円（補食含む）

■延長保育

4

■一時保育（余裕活用型）・その保育料
■一時保育の利用規約
〔１〕一時保育の利用は、原則、月極契約者及び他園（所）に入園（所）されている乳幼
児に限ります。
※月極保育入園予定で、慣らし保育を利用の場合は、これの対象外となります。
〔２〕一時保育の利用可能日数は、上限を月/10日間までとなります。
〔３〕慣らし保育（月極保育入園予定）での一時保育利用は、原則、上限を1ヶ月以内で利用
が可能です。

■一時預かりの保育料
・6時間以上の預かり保育は、自動的に1日預かり料金とさせて頂きます。
・一時預かりは、10日間/月までの利用が可能です。
※宇土CMテナントスタッフは保育料1割引（上限3,600円/月）
※無償化の対象者でも別途徴収致します。

日勤/1日 日勤/時間

０～２歳児
（地域枠）

￥3,000 (11時間) ￥500 
※10分超えで、1時間扱いとなる。

０～２歳児
（自社枠）

（連携企業枠）

￥2,000（11時間） ￥500
※10分超えで、1時間扱いとなる

※給食費は300円（給食費）、100円（おやつ費）が別途徴収となります。



３．開園日・保育料について
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■体調不良児保育・その保育料
■体調不良児保育の利用規約
〔体調不良児対応型保育について〕
・当保育園をご利用の園児が、登園直後や保育中に微熱を出す等「体調不良」となった
場合、保護者様がお迎えに来られる間、当園の看護師もしくは准看護師が、別室にて体
調不良となった園児の保育をします。
〔1〕体調不良児保育の利用は、原則、月極園児、もしくは定期的に一時預かりを利用し
ている園児を対象とします。
また〔体調不良児保育〕は、当日の突発的な体調不良時のお預かりであって、病院等の
受診後のお預かりはできません。（※「病児」「病後児」保育ではございません）
〔2〕本事業は、「病児保育事業」の「体調不良児保育対応型」となります。

■開園時間
月～金 9時～１７時（変更がある場合は時前にお知らせいたします。）



４．園概要・施設概要

■園概要
名称 IQキッズ うとシティモール保育園

所在地 熊本県宇土市善道寺町字綾織95番地 〒869-0418

開設年月日 令和 1 年 7 月 1日

電話番号 0964-27-4633

FAX番号 0964-27-4633

メールアドレス uto@iqkids.info

運営管理者 有限会社ＩＱキッズ 藤田 正樹

チームリーダー 石田 智士

対象年齢 生後６ヶ月～年少未満

0歳児～年少未満児 合計

※年齢別の人数枠は、利用人数に応じる 19名

■施設定員

■施設の構造
木造 １階建て平屋

■ホール：9.505㎡ ■乳児室：32.02㎡
■保育室：42.68㎡ ■安静室：5.16㎡
■調理室：13.319㎡ ■トイレ：12.579㎡など

合計 135.917㎡(その他スタッフ室等含む)
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※本園は、企業従業員と一部地域開放型の保育施設です。
※乳幼児の年齢、人数に応じて、保育士を配置いたします。
※定員内に「非正規労働者受入推進枠」も設けています。



５．職員構成・運営形態について

保 育 士、 職 員 の 配 置 ・ 体 制

管 理 者 1名
有保育士資格又は
それと同等の資格

保 育 士 保育士 ６名（常勤３名・非常勤3名） 保育士資格

そ の 他
子育て支援員（非常勤1名）・事務職員（非常勤1
名）・調理員（非常勤１名）・正、準看護師（常勤１
名）

子育て支援員・調理
師・正（准）看護師

嘱 託 医
内 科：みどりかわクリニック 担当医：小田・石垣

歯 科：近藤歯科 矯正歯科 担当医：近藤

年2回の内科検診
年1回の歯科検診

■職員配置

本園は、内閣府の施策である企業主導型保育事業の補助を受けて運営する認
可外保育所（事業所内保育所）であり、宇土市健康福祉部子育て支援課に届
出を行っています。毎年、内閣府より委託された機関による「指導・監査」を受けて
運営を行います。
認可保育所とは異なりますが、施設基準・職員配置等基本的な条件は地域型
保育事業の規定に沿って認可園と同等の水準の保育を提供致します。

※地域型保育事業は、おおむね6人以上19人以下の少数単位で、0歳～2歳の
子どもを預かる新たに自治体が認可する事業です。

■施設について

 家庭への連絡事項印刷物、掲示板、連絡システム等でお知らせします。
 園の方針及び保育の方法、子どものしつけ、その他わからないことがありましたら、
保育園にお尋ねください。

※保育士配置人数は、当日登園児の年齢・人数によって異なります。
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６．一日の活動・年間行事

■一日の活動
■当園ではデイリープログラムを作成し、日々の保育に役立てております。
年齢により生活リズムが異なりますので、子どもの生活に無理のないよう
配慮致しております。

時間 0.1.2歳児 活動内容

8:00 随時登園 検温・体調チェック

健康観察・検温・室内自由あそび

9:00 補食（乳児）・オムツ交換 トイレトレーニング

9:30 お片付け 〈朝の会〉

お集まり「朝の会」 ・「おはよう」のうた

活動 点呼と人数の確認

11:10 昼食準備 日案に基づく保育活動

11:30 順次昼食 乳児から昼食開始

12:30 午睡準備

排泄

12:30 午睡

13:30

15:00 おやつ 健康観察

15:30 午後のお集まり → 自由遊び・活動

17:00 随時降園 帰り支度

18:45 補食準備（19:00以降降園の場合） 自由あそび

19:00 順次補食

21:00 全員降園

■園庭でのお遊びや近隣の公園へのお散歩、戸外遊びを積極的に取り入れて
いきたいと考えております。
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７．年間行事

■年間行事

■当園ではこの他にもたくさんの行事・イベントを取り入れたいと考えております。
本社には園バスもあり、遠足等も実施を予定しています。

※入園された園児の年齢を考慮し、行事内容の変更・実施時期調整をいたします。
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親子行事 園内でのお楽しみ

4月 入園式 おみしり会

5月 こどもの日

6月 保育参観

7月 七夕まつり・プールあそび

8月 夏祭り プールあそび

9月 お月見会

10月 ハロウィンパレード

11月 運動会 いもほり遠足

12月 クリスマスパーティ

1月 保育参観 伝承遊び

2月 節分

3月 卒園式 ひなまつり・お別れ遠足



 登園は防犯の為、インターホンによる訪問者の確認を行ってから入室を行って頂き
ます。登園した時は、必ず保育士に託し、降園する時は、保育士に声をかけて子ど
もを引き取って下さい。

 仕事や急用等で遅くなる時は、早めに連絡して下さい。
 全ての事故から子どもを守るために、送迎は責任のある方（義務教育を修了された

方）が行って下さい。
 代理の方が来られる時は、事前にお知らせ下さい。
 病気、その他の都合でお休みする時は、午前9時00分までに保育園に連絡してくだ

さい。

■送迎について

■給食について
 自園調理（給食）にて食事提供。
※離乳食・アレルギー食に対応できる設備を整えた施設となります。
※アレルギー食提供に関しては、事前の入園面談時に、主治医の診断書等が必要となります。
※重度アレルギーの食事については、家庭からのお弁当持込となる場合があります。
※11:45以降の登園につきましては、給食提供ができかねますので、昼食後登園をお願いいたします。

■怪我・事故について
 保育中に、万が一ケガや事故が起きてしまったら場合には、保護者に連絡します。

その場合は、お迎えをお願いすることがあります。なお、保護者に連絡が取れない
場合や急な容体の変化等があった場合には、あらかじめ保護者が指定した緊急
連絡先へ連絡をし、嘱託医または子どもの主治医へ連絡をとるなど子どもの身体
の安全を最優先させ、本園が責任を持って、しかるべき対処を行いますのであらか
じめご了承願いします。
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■病気について
＜下痢や発熱について＞
 本園において、下痢が続いたり発熱したり、また、熱がなくても食欲、機嫌などの状

態が悪いときは保護者に連絡します。その場合は、お迎えをお願いすることがありま
す。なお、保護者に連絡が取れない場合や急な容体の変化等があった場合には、
あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先へ連絡をし、嘱託医または子どもの主治
医へ連絡をとるなど、子どもの身体の安全を最優先させ、本園が責任を持って、し
かるべき対処を行いますので、あらかじめご了承願います。

※平熱には個人差がありますが、38℃を超えた時はご連絡後、速やかなお迎えをお願
い致します。
＜子どもが病院を受診するために必要なもの＞
■ 健康保険証のコピーと熊本市在住の方はひまわりカード

※上記は、登園の初日までにご提出ください。

水痘、麻疹、風疹、流行性耳下腺炎（おたふく風邪）、結核、咽頭結膜熱（プール
熱）、結膜炎、百日咳、髄膜炎菌性感染症、腸管出血性大腸菌感染症、インフル
エンザ等、伝染病の病気後は、他の子どもへの感染を防ぐため、医師の許可を得て、
「登園届」を提出してから登園させて下さい。また、家庭内で、法定伝染病や感染
症などが発生した場合は、速やかに保育園に連絡して下さい。
※毎朝、子どもの状態をよく見て登園させてください。機嫌や食欲、便などの様子が
いつもと異なるような時は、保育士に伝えてください。症状によっては、受け入れ前の
受診のお願いや、ご家庭での静養をすすめる場合があります。
別紙で「主な感染症」を配布しております。登園可能な経過日数を守って再登園し
てください。

■園での投薬について
■投薬は病院で処方された薬のみ、所定の投薬依頼書に記入していただき、

保護者様の代行で投薬を行います。申し送りのないお薬は取扱いません。
■初めての薬はお預かりできかねます。（受診後に直接登園した場合など）
■解熱剤などの症状により投薬の判断が必要なもの、昼食後等の投与時間の

指定のされていないものは経口薬、坐薬に拘わらず保護者の方ご自身で投
与して下さい。解熱剤、坐薬投与後の保育の利用は一切お断り致します。

■感染症について
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在園中に下記のような状況になった場合には、届出または手続きが必要となります。
＜長期期間お休みするとき＞
病気や保護者の里帰り出産などで長期通園できない理由がある場合、事前に保育園にご
相談ください。事情により異なりますが、月極園児としての在籍継続（最長2か月）が可能な場
合もあります。

＜退園するとき＞
事前に「退園届」の提出が必要となります。

＜家庭状況が変わったとき＞
下記のような場合には、書類の提出が必要となります。
◇住所が変わった場合
◇電話番号が変わった場合
◇氏名が変わった場合

＜保育の提供の終了について＞
在園中に下記のような状況になった場合には、保護者の意思に関わらず、保育の提供を終
了します。
 子どもの保護者が、企業退職、もしくは現在の勤め先雇用が終了されたとき。
 その他利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。

■保育料およびその他費用について
 保育料（延長保育等も含む）は、基本指定口座より引落になります。口座情報の登録期

間や、指定口座より引落が出来なかった場合は、宇土シティモール内インフォメーションセ
ンターにて現金納付をお願いする場合がございます。

 月の1日現在、在籍している場合には、月の途中で退園しても1ヶ月分の保育料がかかり
ます。また延長保育料についても同様の取り扱いとなります。

 兄弟割引や各種減免、手当は各事業所により異なります。各自でご確認ください。

※遠足などの行事の際の実費など上記の保育料及び延長保育料以外で集金が必要にな
る場合があります。園だよりや掲示板などでお知らせの上、別途徴収させて、いただきますので、
あらかじめご了承下さい。

■退園・長期休暇について
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■入園手続きについて
 「事業所内保育所利用申請書」を園または宇土シティモール管理事務所に提出して下さい。

（申請用紙は上記管理事務所、または保育園で受け取って下さい。）
 園の見学は、事前に予約が必要となりますので、直接園に連絡をして下さい。
 月極保育利用の方は、入園前の面談をさせていただきます。



■災害対策について
 本園では、非常災害に備えて、自衛消防隊並びに消防計画を作成し、防火管理

者を設置任命しています。
 本園では、火災や地震などを想定した避難訓練を、毎月1回実施しています。

＜子どもの引き取り＞
 ご家庭で確実に迎えに来られる方を決めておき、災害時にはその方が出来る限り早

くお子さんを迎えに来てください。
 避難場所への移動の途中でも、引取り者の確認が出来れば、お子さんを引渡しま

す。

＜電話の使用＞
 保育園の電話は、公的機関からの情報収集に使用しますので、保護者からの連

絡、問い合わせはご遠慮下さい。
※避難場所へ園児が移動している場合がありますので、固定電話番号が繋がら
ない可能性があります。

＜その他＞
 保育園の一時避難場所や広域避難場所、避難経路を良く覚えておいて下さい。
 緊急連絡先に変更があった場合は、すみやかに保育園に届けて下さい。

一時集合場所：宇土シティモール正面駐車場
広域避難場所：宇土運動公園

■災害時の避難場所

■管轄の消防署・警察署
管轄の消防署：宇城広域連合消防本部
管轄の警察署：熊本県宇城警察署
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■緊急時の連絡先等について

 保育中に、子どもが体調不良、もしくはケガをした場合、または災害時の緊急時に備えて、
本園では下記のとおり連絡先等の提供をお願いしています。

＜緊急連絡先＞
 入園時提出書類の申請書と児童票に記入された連絡先を、園で把握させていただきま

す。
※緊急連絡先は、必ず連絡が取れる場所にしてください。

＜緊急時の連絡手段について＞
 昨今の携帯電話やパソコン等の普及により、電子メールを活用される方が増えています。

そのため、緊急連絡時に迅速に対応するため電子メールの一斉送信機能の活用（コドモ
ン一斉送信）が有効であると考えます。なお、電子メールでの連絡を希望されない方には、
今までどおり電話にて連絡させて頂きます。

■賠償保険の加入
本園では、万が一のケガや事故に備え、施設賠償保険に加えて、保護者の同意の上、

傷害保険に加入していただいております。

※詳細は、JSC保険のパンフレットをご参照ください。

※通園途中でも適用されます。通常の経路及び方法による通園途中の事故が起きた場合にも、
同保険会社の給付が受けられますので、本園に申請してください。

種別 施設賠償責任保険

対人 １名 3,000千円

１事故 50,000千円

対物 １事故 10,000千円

種別 傷害保険

通院日額 別紙参照

入院日額 別紙参照

死亡・後遺症 別紙参照
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・別紙参照

■個人情報の取り扱いについて

■児童虐待の防止

子どもへの虐待を防止するため、園では職員に対する研修の実施、実務者会議などによる関
係機関との連携により、児童虐待の発生予防及び早期発見に努めています。

■保育内容に関する相談・苦情など

保育内容に関するご相談、苦情、ご意見等がありましたら、お気軽に下記まで
ご相談下さい。

■保育園の相談窓口 （0964）27-4633 直通
◇意見箱 保育園玄関付近に設置してあります。
◇相談・苦情受付担当者 保育士 髙野 清香
◇相談・苦情受付責任者 チームリーダー 石田 智士

■各事業所の対応窓口

株式会社カリーノ 坂本 麻美 （096）312-8121

■第３者となる地域の対応窓口
行政書士 宮本 幹夫様 (0964)27-0224
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