（仮称）EDO 日本橋保育園
入園を検討されている方への事前説明会

2019 年 11 月 21 日(木) 実施の
開園事前説明会での配布資料です。

【社会福祉法人東京児童協会について】
法人理念
社会福祉法人東京児童協会は、児童福祉と教育保育、子育て支援及び地域福祉に貢献することを目
的として、児童福祉施設の保育所並びに教育保育施設であるこども園の経営を行う。また、健全な
形成のもと広域にわたって施設を運営し、子どもの福祉や教育保育の増進を図る事業、少子高齢化
社会の要求に応える事業、最も質の高い教育保育事業と公益事業等の展開と継続を図る。
法人概要及び法人沿革
［経営主体］ 社会福祉法人東京児童協会

東京都江戸川区船堀 2－23－10

［運営施設］認可保育園１６園／認定こども園３園（令和元年１１月 1 日現在）
［運営受託施設］3 園（令和元年１１月 1 日現在）
［法人沿革］
社会福祉法人東京児童協会の前身は、昭和 5 年に東京都江東区に設立された大島中央幼稚園の
設立にさかのぼります。その後、昭和 9 年に砂町幼稚園、昭和 15 年に船堀保育園
（現在の船堀中央保育園）を設立し、昭和 35 年に社会福祉法人東京児童協会として認可を
受けました。平成 16 年からは、東京都の待機児童対策という社会のニーズに応えるため、
保育園・こども園の開設に積極的に取り組んでいます。
【法人運営施設一覧】
施設名

施設所在地

船堀中央保育園

東京都江戸川区船堀 2-23-10

120

葛西大きなおうち保育園

東京都江戸川区中葛西二丁目 26-6

80

江東区白河かもめ保育園

東京都江東区白河 1-5-1-101

89

亀戸こころ保育園

東京都江東区亀戸 9-34-1-140 号 E 棟 1F

111

亀戸こころ保育園分園

東京都江東区亀戸 7-63-3-1

20

江東区南砂さくら保育園

東京都江東区南砂 6-8-3

100

すみだ中和こころ保育園

東京都墨田区菊川 1-18−5

60

すみだ川のほとりに笑顔咲くほいくえん

東京都墨田区立川 2-12-16

65

ひらがなのツリーほいくえん

東京都墨田区業平三丁目 9-2

60

台東区立たいとうこども園

東京都台東区下谷 3-1-12

161

忍岡こども園

東京都台東区池之端 2-1-22

73

神田淡路町保育園大きなおうち

東京都千代田区神田淡路町 2-12

99

橋場そらとみどりの保育園大きなおうち

東京都中野区中央 4-18-19

177

なかのまるのなか保育園大きなおうち

東京都中野区中野 2-18-4

153

新宿三つの木もりさんかくしかく

東京都新宿区大京町 29 番地

80

富久ソラのこども園ちいさなうちゅう

東京都新宿区富久町 14-1 富久クロス内

164

富久ソラのこども園ちいさなうちゅう分園

東京都新宿区新宿 5-3-13

80

花房山目黒駅前保育園 333

東京都品川区上大崎三丁目 1-1 3F

120

目黒三田保育園キミトミライト

東京都目黒区三田一丁目 11-26

55

扇こころ保育園

東京都足立区扇 1-22-28

109

大和東保育園

東京都東大和市清原 2-2-2

101

保育定員

【（仮称）EDO 日本橋保育園 について】
施設概要
［名称］

（仮称）EDO 日本橋保育園

［開園年月日］ 令和２年 4 月 1 日開園予定
［所在地］

東京都中央区日本橋三丁目１５(住居表示は未定)

［TEL］

未定 （お問い合わせは法人事務所にお願いします。03-5341-4661）

［入園対象］ ・２号認定（保育園機能／3・4・5 歳）
・３号認定（保育園機能／0・1・2 歳）
※2 号／3 号には、短時間（8 時間）と標準時間（11 時間）があります。

［定員］

初年度は５０名、２年目以降６０名
※入園受け入れ対象 0 歳児（７か月以上）～就学前の乳幼児

0歳
(7 カ月以上)

５名

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

１１名

１１名

１１名

６名

６名

※

２年目以降は４歳児１１名、５歳児１１名となります。

※

職員数は、定員に合わせた東京都の認可基準の職員数で運営していきます。

［園庭]

あり

［アクセス］：東京メトロ東西線･銀座線、都営浅草線 日本橋駅

【（仮称）EDO 日本橋保育園

理念】

徒歩 5 分

『大きなおうち』

私たちの願いは、家庭と保育園が思いをひとつに、一人ひとりの子どもたちの笑顔あふれ
る毎日を実現する事です。保育方針に「生きる力・思いやり・夢」の 3 つの柱をかかげ、
遊びを通して自主性のある子ども、社会性のある子ども、創造力の豊かな子どもを育てます。

【（仮称）EDO 日本橋保育園

教育・保育方針】

0 歳児から 5 歳児まで異年齢の子どもたちにとって、この保育園がゆったり
生活できる場であることを常に心がけ教育・保育に取り組みます。そして、
各年齢の発達の過程や、一人ひとりの育ちを大切にし、生活や遊びを通して
「生きる力・思いやり・夢」を育み、学びに向かう力が身に付くようにいた
します。
「子どもは、歴史の希望」をモットーに子どもが現在を最もよく生き望ま
しい未来を創りだす基礎を培います。

【（仮称）EDO 日本橋保育園

教育・保育目標】

◇自ら考え、判断し、行動しようとする子どもを育てます。
♢３つのそだち（こころの育ち・食の育ち・意欲の育ち）を
大切にした教育・保育を行います。
♢遊びを中心とした５つのプログラム
（運動・絵本・自然・協同・アート）を行います。

【提供する教育・保育の内容】
本園は、保育所保育指針（平成 29 年厚生労働省告示第 117 号）に基づき、小学校就学前の子ど
もに対する教育・保育を提供するとともに、保護者に対する子育て支援を総合的に提供します。

【開園時間・その他の事項】
開園時間
開園時間（月～土曜日）７時３０分～１９時３０分
通常保育時間 ７時３０分～１８時３０分
延長保育時間 １８時３０分～１９時３０分
＊保育短時間認定（８時間）は、９時０0 分～１７時００分の８時間以内の保育となります。
上記以外の時間を利用した場合は、延長保育料を徴収致します。
＊保育時間は、保護者の方の就労時間と通勤時間を合わせた時間になります。

休園日
１．休日
日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日・年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）
２．その他の休園日
①大規模地震、大雪や猛烈な台風等の自然災害で実質的に開園できない場合
②重大な伝染病等の発生により、園児に感染・被害が及ぶ恐れがある場合

延長保育
～

月極延長保育について

～

・「月極延長保育申込書」と「就労証明書」を中央区へ提出してください。
・区内在住で１歳児クラス以上の園児が利用可能。１８時３０分～１９時３０分。
・保育必要量が「保育標準時間」と認定されている方
・仕事の都合(残業・通勤等)により、月 12 日以上保護者がお迎えに間に合わない方
・保育料を滞納されていない方
・延長保育料は中央区で定める金額を園にお支払い頂きます。
～ スポット延長保育について

～

1 歳児クラス以上の園児が利用可能。
急な残業、事情によりお迎え時間の変更があった場合のみ利用可能。
スポット料金

保育標準時間：１８時３０分～１９時３０分 400 円/1 回

(園児１人あたり) 保育短時間 ：

7 時 30 分～ 9 時 00 分 240 円/1 回
17 時 00 分～ 18 時 30 分 240 円/1 回
１８時３０分～１９時３０分 400 円/1 回

給食費(副食費)について
・3～5 歳児クラスまでの全てのお子様の副食費相当分 4,500 円を徴収します。
・ただし、下記対象世帯のお子様については免除となります。（中央区より）
所得に関わらず第３子以降の子ども
保育料階層が D6 階層以下の世帯の子ども
・日割り計算やアレルギー食については、一人ひとり計算するのではなく、施設でかかった費用を按分する
為、個別での日割り計算や食事の対応に関係なく一律とさせていただきます。

・あらかじめ給食の提供が不要である(月の初めから終わりまで、給食、牛乳、おやつ等の提供を一度も必
要としない)事が分かっている場合は、事前に手続きを行う事で、給食等の提供を停止し、給食費の徴収を
免除します。給食等の停止を希望する場合は、「給食費免除申請書」を園にご提出ください。ただし、食数
発注の関係もある為、必ず前月の 20 日までにお申し出ください。※20 日が土日祝日の場合は、その前の
金曜日までにお願い致します。

給食
１．園の食事は、法人の栄養士が毎日の献立を立てています。
・乳幼児期に適した栄養価やその季節の旬の食材などを考慮し、おいしく食べられるように
工夫しています。
※園での献立は、
「日本人の食事摂取基準」の一日に取りたい栄養素量の約半分を目安に作成し、
個々に応じた配慮をしています。

２．献立内容
・給食は安全で新鮮な食材を使用しています。
・給食、おやつは手作りの物を中心に提供しています。
３．離乳食について
・月齢を考慮しながら個々に応じて離乳食を開始いたします。
・粉ミルクや哺乳瓶は園で用意いたします。
4．アレルギー食について
・アレルギー食…「除去食」と「代替食」にて対応いたしますが、主治医の診断書に基づき、
保護者と話し合いの上、決定させていただきます。
・宗教食…除去品目の多様性により除去が難しい場合は、お弁当の持参をお願いしております。
・その他除去…園では個人の思想信条による除去は対応しておりませんのでご了承ください。
5．その他
・水分補給には、白湯または、水･お茶を用意し、いつでも飲めるようにいたします。

保育園管理システム
厚生労働省の保育所等における ICT 化促進事業に伴い、保育園管理システム「Kindy」を導入し、登園・降園に
関する保護者の負担減、保護者の方とのコミュニケーションの強化を図っていきます。
※ Kindy とは、バリューアプリケーションズ社が開発しました、保護者と保育園との
コミュニケーションツールです。
スマートフォンにダウンロードしていただいたアプリケーションを用いて、登園降園時以外にも、
保護者と保育園がつながることが可能です。
※ 保育園管理システムの導入に伴い、紙の連絡帳はございません。
従来の紙でのやり取りでは無く、ネットワーク上のやり取りが中心となります。

持ち物・準備物

※持ち物は予定となっております。季節や状況により変更となる場合がございます。

◆０・１・２歳児の持ち物

◆３・４・５歳児の持ち物

その他
保育園は多くの方々が集団で生活を営む場所であり、子ども達がいろいろな大人達の姿を見て育つ場所です。子
ども達が日々を気持ちよく安全に過ごすことができるように、大人が子ども達の模範となるように、下記のルー
ルをしっかり守っていきましょう。
・保育活動や送迎時の様子を撮影した写真や映像は、当園のパンフレットや保育関連書籍、テレビや新聞報道など、
当園が適切と判断するものについて使用することがあります。
・登降園時、保護者から保育士への引渡し前、保育士から保護者への引渡し後については、保育園敷地内であっても
児童は保護者の管理監督下にありますので、園庭、屋内階段、廊下、玄関、トイレなどの事故の危険性のある場所で
は児童から目を離さないようにお願いします。
また、兄弟姉妹など在園児童ではない児童も同様ですので、保護者と一緒に行動してください。
・当園は厚生労働省が管轄する社会福祉施設です。私立ではありますが、児童福祉法などの各種法律、児童福祉施設最
低基準などの各種基準、そして保育所保育指針に順ずることで、補助金を受けて運営しております。そのため、当園
または職員独自の見解では対応することが出来ないこと、利用者個々の要望に応えられないことも多くありますの
でご容赦ください。
・社会福祉施設である性質上、当園職員個人に対する土産物や謝礼等は一切お断りしています。当園の保育活動に対
する物品や金銭の寄付につきましては、所定の手続きに従いまして、ありがたくお受けしています。
・保護者が企画される親睦会などに、担任など当園職員をお招きいただくことがありますが、保護者との関係となり
ますと職員は勤務時間外であっても当園の看板を外せませんので、ご遠慮させていただいております。ご理解くだ
さい。
・保護者が企画される寄せ書きなどについて、当園の職員は一切関与できませんのでご了承ください。保護者間の手
紙の配布、周知、回収などの依頼を受けましても原則お断りしています。
・SNS 等のご利用に当たっては、園行事の内容や園児の個人情報の取扱いに十分ご配慮頂きますようお願いします。
・下記に該当する場合は、保育所における感染症対策ガイドラインに基づき、登園を控えていただくことが望ましい
とされています。
A、朝の登園時に３７.５度以上の体温の場合。
B、24 時間以内に２回以上の嘔吐や下痢便があった場合。
C、24 時間以内に３８度以上の発熱がある場合。
D、24 時間以内に解熱剤を使用している場合
※保育中に 37.5 度以上の体温があった場合は、37.5 度以上で保護者へお子様の様子等を連絡します。
38.0 度以上で児童のお迎えをお願いしております。

E、頭部を強打して、24 時間以上経過していない場合。

【入園までのおおまかなスケジュール】

入園事前説明会
↓
中央区の令和２年度保育施設利用申込みに沿って申込み
第１回 令和元年 11 月 5 日（火）～1１月 29 日（金）
第２回 令和２年

２月 3 日（月）～ ２月 17 日（月）

↓
区より選考結果通知が届きます
↓

※ 面談・健康診断の日程、
提出が必要な書類が記載されています

入園前面談・健康診断で来園
↓

※ ３月上旬頃に園内で行う予定です

令和２年 4 月１日（水）入園
↓

※ 慣れ保育を行いお子さんが安心して過ごせる
ようになりましたら通常保育となります

通 常 保

育

