
 

 

 

 

  

 

 

保育理念 

みんなが（子ども・家族・職員）、心も体も元気で笑顔になれる 

より良い保育を目指します。 

保育目標  

１.子どもの健康な心と体を養う 

 外遊びをたくさん取り入れ健康な体を養う 

 音楽、絵本、リトミック、製作を取り入れ、健康な心を養う 

２.保育環境の充実を図る 

 安全、清潔な保育環境をつくる 

３.家族と連携し、ともに育児を支えていく 

 家庭の状況に柔軟に対応し、家庭での負担をできるだけ減らすことのできるように配慮する 

４.個性と感性を大切に、発達に応じた柔軟な保育を提供する 

 少人数保育だからこそ実践できる一人一人に対応した保育計画を作成し、丁寧な保育を

実践し、たくさん時間をかけて、子供たちのやりたい！！と思う気持ちを応援する。 

よろこぶ、おこる、かなしむ、たのしむ心を育む保育を目指します。 

５.子どもたち、家族に信頼される保育士 

 専門職としての知識を研鑽し、チームワークのある、笑顔であたたかい保育を目指す。 

６.地域とのかかわりを大切にする 

 地域からも愛される保育園を目指し、子どもの育成を温かく見守ってもらえる関係性を

築いていく。 

入園のご案内 

特定非営利活動法人こぐまくらぶ 

             こぐまほいくえん            

朝霧駅前園 住所：明石市朝霧南町２丁目９番３０－１０４  

TEL：０７８－９９５－８５９０ 

大蔵谷園  住所：明石市朝霧町 3丁目１５－１５黒田ビル 1階北号室 

        TEL：０７８－９９５－８５１０ 

南朝霧園  住所：明石市朝霧南町 3丁目 1－35セラーン朝霧 2階 

        TEL：０７８－９１５－８００１ 

                 

 

 

 



 

１、 無認可保育園 こぐまほいくえん（企業主導型保育事業）の概要 

当法人は障がいをかかえた方の自立支援や介護を行っております。 

事業形態 

  就労継続支援 B型 生活介護 グループホーム 相談支援などを 

行っております。 

サービス提供事業所は 垂水区 西区 明石市になります。 

① 法人構成 

設置者 特定非営利活動法人 こぐまくらぶ 理事長 松本将八 

・理事長１名 ・理事８名     ・監事１名 

② 職員組織 

・園長１名 ・主任保育士３名・保育士５名・保育補助５名  

事務員３名 調理員３名 

③ 園定員 １２名（３か月～３歳児：法人会員８名 一般４名）朝霧園 

    １２名（３か月～３歳児：法人会員６名 一般６名）大蔵谷園 

    ３０名（３か月～５歳児：法人会員１５名一般１５名）南朝霧園 

２、 入園対象児 

   ・保育を必要とする事由がある０歳児（３か月）～５歳児 

  ・就業証明書を発行してもらえた方が市町村契約ではなく、利用者と施設と

の契約による利用になります。 

３、 登園日 

   ・園児登園日は、次にあげる日を除いた日です 

① 日曜日及び祝日 

② 年末年始 

③その他当園から連絡した日 

４、 入園金、保育料 

・入園金 なし  必要なものは購入していただきます。（別紙参照） 

・保育料（別紙参照） 

５、 保育時間 

 月曜日～土曜日 7：00～18：00（最大延長１９時） 

・慣らし保育について 

    園児の入園期は、環境に慣れ、安定した生活がおくれるようになるまで、

保育時間を短縮します。（１週間程度） 

 

 

 



６、 服装および所持品について 

  ・すべての所持品には正しく名前を書いてください 

  ・服装は活動しやすい服装でお願いいたします。 

７、要望、苦情、相談受付 

・当園の保育内容などに対する要望、苦情、相談の受付先は下記のとおりです 

特定非営利法人こぐまくらぶ 理事長 松本将八 

        事務所  明石市朝霧南町２－１－１３ 

             ０７８－９３９－６２２４ 

８、 各自用意していただくもの 

入園時  

・契約書一式 

     ・母子手帳（予防接種欄をコピーさせていただきます） 

     ・保険書のコピー 

   ０～２歳児 

     ・哺乳瓶（プラスチック）マグまたはコップ 

       （園で保管させていただきます） 

     ・お着替え２組 

     ・上靴（上手に歩けるようになったら） 

     ・粉ミルク１缶   おむつ１袋   おしりふき  ビニル袋 

       （なくなりそうになったらお知らせします） 

   ３歳児以上 

        ・コップ 

     ・お着替え２組 

     ・上靴 

     ・お道具箱（のり・マーカー・クレパス・はさみ・ねんどへら 

・粘土板・カスタネットなわとび） 

     ・ピアニカ（５歳児）      

登園日   

     ・おはし・スプーン・フォーク（食べ慣れたものに名前を書いて持っ

てきてください） 

     ・おやつ２回分（１歳未満のお子様） 

1歳以上のお子様は園で提供させていただきます。  

     ・すいとう（夏場） 

     ・連絡ノート  シール帳 

     ・ハンドタオル（かけられるもの） 

     ・はぶらし（３歳児以上 巾着に入れて） 



９、 送迎について 

   ・９時１５分までに登園してください 

・登降園児の送迎は、原則として両親またはそれに代わる人がしてくださ 

い。 

・お母さん以外の方がお迎えの場合は、事前に必ず連絡をお願いいたします。 

・お休みされる場合は必ず連絡をお願いいたします。 

 

１０、給食、おやつについて 

  ・当園では全員給食となっています 

  ・おやつは年齢に応じて提供させていただきます。１才未満のお子様はおや

つの持参をお願いいたします。 

  ・アレルギーが疑われるときは、医師の診断書を提出していただき除去食、

で対応させていただきます。 

１１、保護者との連絡について 

  ・園での状況やご家庭での状況を相互に連絡しあう為に連絡帳を活用して

います 

  ・毎月 身長、体重を計測し連絡帳に記載させていただきます。 

・保育中に容体の変化があった場合、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡

先に連絡し緊急の場合は病院に行く等必要な措置を講じます。 

１２、午睡について 

  ・お布団は園で用意いたしますので持ってきていただかなくて大丈夫です。 

  ・当園では簡易ベットの上にバスタオル、掛布団はタオルケットで対応して

います 

１３、年間行事について 

・季節を感じられる行事、文化、体験ができるような取り組みを行います       

   ４月 おはなみ 

   ５月 ５月の節句 春の遠足 

   ６月 どろんこあそび 

   ７月 七夕まつり 水遊び（天文科学館３歳児～） 

   ８月 夏祭り 水遊び 

   ９月 どろんこあそび 

  １０月 ハロウィン 秋の遠足（防災センタ３歳児～） 

  １１月 どんぐりひろい  

 

 

（アレルギーなどにより食べられるものが限られているお子様はご相談ください） 

１２月 クリスマス会 

 １月 お正月の遊び（マラソン３歳児～） 

 ２月 豆まき（スポーツ大会３歳児～） 

 ３月 ひなまつり   

      修了式（卒園式５歳児） 

 



 

 

 

 

 

 

 

１４、 保育園の一日  

こどもの発達に応じて年間のカリキュラムを組んでいます 

時刻 ０歳児      1歳児 ２歳児～ 

7：00 

9：00 

 

 

9：30 

 

9：45 

10：00 

10：15 

10：30 

11：00 

11：30 

12：00 

12：30 

14：30 

14：40 

15：00 

 

16：00 

16：00～ 

18：00 

自由遊び     自由遊び 

お片づけ 排泄  

水分補給 おやつ  

（午前睡） 

         お片づけ、排泄 

         水分補給、おやつ 

         朝の会 

朝の会 

         設定保育 公園 

         （夏場は水遊び） 

排泄 昼食    排泄 昼食 

 

午睡       午睡 

 

起床 排泄 検温 起床 排泄 検温 

おやつ      おやつ 

終わりの会    終わりの会 

自由遊び     自由遊び 

排泄  降園準備 排泄 降園準備 

自由遊び     自由遊び 

自由遊び 

外遊び 

 

 

 

 

 

 

排泄、水分補給 

朝の会 

 

配膳準備 給食 

 

着替え 歯磨き 午睡 

 

 

起床 おやつ 

自由遊び 

排泄 降園準備 

自由遊び 

・月極会員さんは子どもの生活のリズムを整えるため週４日以上週６日未満のご利

用をお願いいたします。 

・毎月月末に登園予定表を提出してください。 

・お仕事がお休みの日はできる限り家庭保育をお願いいたします。 

・土曜日の登園はお仕事の日のみとさせていただきます。 

・毎月 

  スポーツクラブ・かきかた・スイミング・英語（外部講師） 

製作、絵画、音楽 

避難訓練、身体測定、お誕生日会 

スペシャルデー 

（毎月いろいろなイベントを企画していく予定です） 



１５、保健について 

・持病やアレルギーのあるお子様は必ずお知らせください。 

・法定伝染病、伝染病は医師の許可がおりるまでお休みし登園許可書を提

出してください。 

・当園で３８℃以上発熱した場合は、保護者の方に連絡します。 

・緊急時の連絡は仕事場にさせていただきます 

・薬は粉薬、塗り薬は持参してもらって大丈夫です。シロップは１回分に

分けられたものは飲ませることができます。 

・健康診断について 年２回   

    協力医療機関 橋本フアミリークリニック（朝霧園） 

朝霧こどもｸﾘﾆｯｸ（大蔵谷園・南朝霧園） 

   ・歯科検診について  年１回    

    協力医療機関 協同歯科 

１６、個人情報の保護について 

   ・当園は、就業規則内に個人情報保護規定を定めており、それにしたがって個人情報

を厳重に管理いたします。 

・教育、保育の提供にあたって職員が知りえた個人情報、秘密は法令による  場合を

除く他、保護者の同意を得ずに第３者に提供することはありません 

・毎月の園だよりにはこどもたちの日々の様子を写真で掲載させていただき ます。 

・ホームページ等に掲載させていただく場合は別紙同意書で説明させていた だきま

す。 

１７．非常災害・緊急時について 

  ・災害から子どもを守るため月１回避難訓練を行います。 

 ・災害があった場合連絡させていただきます。 

・防火設備 自動火災報知機、煙感知器、消火器、誘導灯を備えています 

  ・避難場所について 

    矢元台公園（神戸市垂水区狩口２－７）朝霧駅前園 

    朝霧小学校（明石市朝霧東町 1丁目１－４０）大蔵谷園 南朝霧園 

１８、利用者に対しての保険 

賠償責任保険 5億円（1事故に対して最大） 

  傷害総合保険 

保険内容  死亡・後遺障害  12,000,000円 

        入院保険 日額  12,000円 

        通院保険 日額  6,000円 

保育園管理下中のみでの保険となっています。 

  独立行政法人日本スポーツ復興センター「災害給付金制度のお知らせをごらんください 



保育利用料について 

入園に際して必要なもののご購入をお願いいたします。 

名札 製作帳 自由画帳    850円 

アルバム（希望者のみ）2,300円 

写真代   月々200円  台紙 500円（なくなり次第）   

法人会員 

週５日契約 法人負担 

週 3日契約 法人負担 

無償化（3歳児以上または非課税世帯） 

(要保育支給認定書提出) 

 

法人負担 

日額（実習・面接等） 0円 

 

地域会員 

時間 保育料（0～2歳児） 3歳児以上 

（要保育支給認定書） 

非課税世帯 

（非課税証明書） 

① ７：００～１８：００ 

② ８：００～１７：００ 

③ ８：３０～１６：３０  

 

25,000円 

12,000円 

8,000円        

 

0円 

0円  副食費 3000円徴収いたします  

0円  非課税世帯は副食費も徴収 

   いたしません 

お仕事がお休みの日は③の時間のご利用をお願いいたします。 

連携企業会員は地域会員の半額となります 

保育料は前払いでお願いいたします。毎月末日に集金袋にお金をいれて持ってきてください。 

＊ 産休・育休について 

産前 2か月産後 2か月は保育園の開園時間内ご利用いただけます。 

産後 2か月以降の育休については③の時間のご利用をお願いいたします。 

法人会員様は地域会員様の半額になります。 

＊ 一時預かり（南朝霧園） 

開園時間  ８：３０～１７：３０（延長保育は利用できません） 

初回登録に必要書類登録のため少しお時間をいただきます 

対象園児  0歳（3か月）～6歳（未就学児童） 

料金    1時間 400円（１５分ごとの計算となります） 

法人会員 

保育料は前払いで給与からの差引

とさせていただきます 

 

 

 

 

 

 

在園時 

   自由画帳 200円 

   製作帳  500円 

 

必ず前日までに予約をとってください。

こどもの人数によってはお断りさせて

いただく場合もあります。 毎月 20日

より来月分の予約可能です。 

 


