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別添 

・入園時に用意していただくもの（要当該年齢児参照） 

・保育希望時間申請書 

・就労証明書の記入上のお願い 

・就労証明書 

・延長保育申請書 

・延長保育実施変更届 

・入園時における生活調査票（要当該年齢児参照） 

・健康状態について 

・家庭調査票（新入用） 

・家庭調査票（進級用） 

・健康調査票 

・つむぎ保育園 ご相談・ご要望記入用紙 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．施設の概要 

 

設置主体       社会福祉法人 武蔵村山正徳会 

理事長        笹本 悦弘 

施設名        つむぎ保育園 

園長         川島 里美 

所在地        〒208-0023 

東京都武蔵村山市伊奈平 5 丁目 66 番地 

           ＴＥＬ 042-560-0088 

           ＦＡＸ 042-560-0880 

                         URL   http://www.tsumugi.ed.jp/ 

e-mail  info@tsumugi.ed.jp 

 

定員         120 名 

           （待機児解消のため定員枠を越え受け入れをします） 

クラス編成       

０歳児（つくし組）、1 歳児（ちゅうりっぷ組）、2 歳児（ひまわり組） 

３歳児（りす組）、 ４歳児（ぱんだ組）、５歳児（きりん組） 

 

規模         建物     鉄骨造（一部鉄筋コンクリート造） 

                  地下１階 地上２階建  

敷地面積    2059 .8 ㎡ 

建築面積    721.45 ㎡ 

延べ床面積   1465.9 ㎡ 

 

開所時間       午前７時００分～午後７時００分 

             （午後６時００分～午後７時００分は延長保育料が必要になります） 

 

休園日         日曜日、祝日、国民の休日、年末年始（12/29～1/3） 

 

入園対象児     ・０歳～6 歳 小学校就学前まで。 

           ・生後 42 日を経過し健康診断の結果、健康であること。 

・児童福祉法による入所児童であること。 



 

 

 



 

 

２．保育内容 

 

保育方針 

  

 乳幼児期の子どもは生涯にわたる生きる力の基礎が培われる大事な時期です。

この大切なときに全力で遊び、全力で学び、常に目が輝き続けるような新鮮で

幅広い経験を提供し、保護者の方々とともに成長の喜びを共有し共に育ち、共

に学びあえるような保育を目指しています。 

 

保育目標（SDGｓを理解し、持続可能な社会に貢献できる子どもの育成） 

 

 ～子どもらしい子どもを育てる～ 

  ・ 子どもの自主性、主体性、創造性を育てる 

  ・ 健康で安定した情緒を育てる 

  ・ 世代間の連携を通して思いやりのある心を育てる 

 

～～子どもの人生の「根っこ」を育てるような保育を目指します～～ 

 

 

３．登降園について 

 

 登園・降園の際は、子どもの安全を守るため必ず職員に声をかけてください。 

 職員・親子で「おはようございます」、「さようなら」のあいさつをしまし

ょう。 

 門や玄関の開閉は必ず、保護者の方が行ってください。 

 車での子どもの送迎に関しましては、集中的な混雑が予想されるため控えて

いただくようお願い致します。やむをえず、車での送迎を希望され、駐車場を

ご利用される方は、次ページの案内図に従って通行してください。 

 駐車場は送迎用一時駐車場になりますので長時間の駐車はご遠慮ください。 

 駐車場（駐輪場）内及び駐車場（駐輪場）付近でのトラブル（事故・盗難）

に関しましては保育園では一切責任を負いません。また、器物等の破損につい

ては運転者の責任として修理費を弁償していただきますのでご了承お願いしま

す。 

 ご近所の住人の方々や、他の車の迷惑にならないようルールを守っていただ

くようお願い致します。 

 

  



 

 

 （１）登園時の配慮 

子どもの健康状態は、しっかり把握しましょう。 

朝ごはんはしっかり食べてから登園しましょう。 

おもちゃや食べ物は持ってこないようにしましょう。 

 

 （２）登園時間 

子どもがスムーズに 1 日の保育がスタートできるように、必ず９時 00

分までに登園しましょう。 

やむをえず遅くなる場合は、９時００分までにご連絡ください。 

また、午前９時前後は駐車場が大変混雑しますので午前 8 時 50 分～午

前 9 時 05 分の間において、駐車場に入るのを待っている保護者の車は、

駐車場内で待機できる２台までとして３台目からは近所等を回ってい

ただき、再度後方から並んでいただきたいと思います。 

保護者の方やご近所の方の迷惑にならないよう迅速な送り迎えを心が

けていただくようお願いします。 

  



 

 

（３）お休みするとき 

前日、又は当日９時 00 分までにご連絡ください。 

 

（４）出張等で保護者の方が職場を離れる場合 

保育園から連絡がとれるように、前もって移動先・連絡先を職員までお

知らせください。 

 

4．保育時間 

 

 保育時間は、保育標準時間をご利用の方は午前７時 00 分から午後６時 00 分

までの 11 時間となっております。保護者の勤務・通勤等の事情により、 11

時間の範囲以内でお預かりすることができます。また保育短時間をご利用の方

は午前８時 30 分から午後４時 30 分までの８時間の範囲以内でお預かりするこ

とが出来ます。但し、保育短時間利用の方で午前７時 00 分から８時 30 分まで

の間、午後４時 30 分から午後６時 00 分までの間は各 30 分区切り（午前７時

00 分～午前７時 30 分、午前７時 30 分～午前８時 00 分、午前８時 00 分～午

前８時 30 分また午後４時 30 分～午後５時 00 分、午後５時 00 分～午後５時

30 分、午後５時 30 分～午後６時 00 分の各６箇所）において各時間帯￥800

を頂きますのでご了承ください。（武蔵村山市条例において時間帯、金額の変

動あり） 

 

5．延長保育 

 

 午後６時 00 分から午後７時 00 分まで延長保育を行っております。 

 月極延長保育をご利用希望される場合は月極延長保育申請書を提出していた

だきます。 

 延長保育対象児の保護者の方は、補食費・保育材料費・光熱費として延長保

育 料（月額￥4,000）を当該月末までにお納めくださいますようお願いします。 

 尚、延長保育の辞退を希望なさる時は月極延長保育実施変更届を提出してく

ださい。（各書類は入園のしおりの別添もしくは保育園内事務室にて配布して

おります） 

 また、臨時・緊急で延長保育をご利用希望される方は臨時延長保育料として

30 分毎￥800 をおつりなく必ずご利用日当日にお納めくださいますようお願い

します。 

   

 



 

 

6．入園時に必要なもの 

 

 各年齢児において入園時に必要な品物については別添の入園時に用意してい

ただくものを参照してください。 

 不足品の補充は帰りのお迎えの際にロッカーを点検していただき、下記の点

に注意して必要なものを補充してください。 

 

・元気にのびのびと遊べるように、綿素材で動きやすく、上下に分かれていて、

汚れても問題のない衣類をご用意ください。 

 

・衣類のボタンやゴム等が取れたり伸びたりした場合は、すぐに直してくださ

い。 

     

・持ち物はどんなに小さな物でもはっきりと、見やすく、誰にでも分かるよう

に名前を書いてください。 

 

・季節や成長によって必要な物も変わってきますので、その際はその都度お知 

らせ致します。 

 

シーツに関して 

   

敷き布団は園で用意します。敷き布団の大きさは 70cm×130cm になりま

す。 

シーツは袋状の物を各自２枚ご用意ください。 

 ・大きさの目安は 75cm×135cm くらいでお願いします。 

 ・ファスナーまたはホック止めにしてください。 

 ・シーツの表側・裏側の右上部分に縦 10cm 横 30cm くらいの大きさで名 

前を書いてください（詳細は次ページの図参照）。 

 ・柄のシーツや色つきの場合は、別布を縫いつけ、名前が分かりやすいよ 

うにしてください。 



 

 

  

 

 

・掛けるもの（綿毛布・夏はタオルケット）は各自でご用意の上、ご持参く 

ださい。 

 ・シーツは該当曜日のお迎えの際に各自で交換をして洗濯をお願いします。 

          0 ・ 1 歳児     月曜日 

            ２歳児   火曜日 

            ３歳児   水曜日 

            ４歳児   木曜日 

            ５歳児   金曜日 

 

 尚、業者によるつむぎ保育園専用シーツの販売も行っております。 

１ 枚 ￥ 1,900（税込） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

各種必要書類 

 

 入園に際して以下の書類を記入して必ず提出してください。（保育園事務室

にて配布しております） 

 

・希望保育時間申請書 

・就労証明書 

・入園時における生活調査票（該当年齢児のもの） 

・健康状態について 

・家庭調査票（新入用）または家庭調査票（進級用） 

・健康調査票 

 

7.苦情・ご相談・ご意見ついて 

 

 苦情・ご相談・ご意見等がございましたらお気軽に事務室までお申し出い

ただくか、ご相談・ご要望記入用紙に苦情・ご相談・ご意見等の内容を記入

していただき、保育園玄関下駄箱にありますご意見箱へ投函してください。

尚、ご相談・ご要望用紙につきましては氏名・住所・連絡先の記入がない場

合には苦情・ご相談・ご意見等にお応えできない場合がありますのでご了承

ください。 

 また、当法人では第三者委員を設けております。 

 

解決責任者 園長   川島 里美 

受付担当者 事務長 笹本 佳克 

 

 

第三者委員  

板垣 力    板垣税務会計事務所 

電話     042-572-0803 

 

澤田 直宏   希望法律事務所 

電話     042-528-8131 

 

令和二年度改正 

 



常時 ７枚程度ストックして  1 枚は汚れたおむつ 排便したとき等に個別に 排便後におしりを拭きます
ください。  １ 枚は汚れたエプロン・服・ 包みます。一束ご用意くださ乾燥を防ぐ為、名前を書
おむつ １ 枚ずつに名前を タオルを入れます。 い。 いた容器に入れ持ってき
書いてください。 スーパー袋 １ 枚ずつに名前 てください。
（後側上部と股下の2箇所） を書いてください。

ミルクを飲むお子さんはご 年間を通して、半袖・ 月齢が低い時期はつなぎ  １ 日３枚必要です。
用意ください。 ランニングでお願いします。 の服でもかまいません。動 袖なしでお願いします。
１日３枚以上必要になります きが活発になりましたら、動
。 きやすさ、着替えやすさを

考慮し、上下に分かれてい
る服をお願いします。

園からお渡しします。 着替え、汚れ物、おむつ等 １日３枚必要です。 ループ付きでお願いします。
食事や睡眠など １ 日の生 を入れます。 清潔で乾いた物をお持ちく 毎日持ち帰り、洗濯して
活をご家庭に連絡し、連携 大きめのサイズをご用意 さい。離乳食が始まった子 ください。
を取りながら保育をする為 ください。（できれば布製） どもの口や手を拭くのに使
のノートです。ご家庭での います。（同柄をご用意い
子どもの様子も必ずお知 ただくと自分の物だとわ
らせください。 かりやすいです）

０ ・ １ 歳児用

お手ふきタオル連絡ノート バック 食事用タオル

ガーゼハンカチ 肌着　　３枚以上 着替え　３組以上 食事用エプロン　

入園時に用意していただくもの

おむつ スーパー袋（大きめ） ビニール袋 おしりふき



常時５枚程度ストックして 1枚は汚れたおむつ、もう 排便したとき等に個別に １日３枚必要です。
ください。 １枚は汚れたエプロン・服・ 包みます。一束ご用意くださ袖なしでお願いします。
おむつ１枚ずつに名前を タオルを入れます。 い。
書いてください。 スーパー袋 １ 枚ずつに名前
（後側上部と股下の2箇所） を書いてください。

年間を通して、半袖・ランニ 汚れた時に着替えますので 午睡の時に、着替えて寝ま 毎日、清潔な物を巾着袋
ングでお願いします。 ３組以上をロッカーに入れてす。自分で着脱しやすい服 に入れて、お持ちください。

おいてください。 をおすすめします。 （年明けより使用します）
動きやすさ、着替えやすさを週始めに持ってきて、週末
考慮した服をお願いします に持ち帰り、洗濯をお願い
。 します。

ループ付きでお願いします。 着替え、汚れ物、おむつ等 園が用意します。 １日３枚必要です。
毎日持ち帰り、洗濯をお願 を入れます。 食事や睡眠など １ 日の生 清潔で乾いた物をお持ち
のノートです。ご家庭での 大きめのサイズをご用意を 活をご家庭に連絡し、連携 ください。お子さんの口や
子どもの様子も必ずお知 ください。 を取りながら保育をする為 手を拭くのに使います。
らせください。 のノートです。ご家庭での子 　（同柄をご用意いただ

どもの様子も必ずお知らせ 　くと自分の物だとわかり
ください。 　やすいです。）

うがい用コップ

おむつ・パンツ スーパー袋（大きめ）

着替え　３組以上くだ着　３組以上

入園時に用意していただくもの

２ 歳児用 このマークのついているものは毎日お持ちください

お手ふきタオル バック

ビニール袋

パジャマ・パジャマ袋

連絡ノート 食事用タオル

食事用エプロン　



汚れた時に着替えますので、下着２組・着替え（上下） 午睡の時に、着替えて寝ま バレーシューズ　白
2組・スーパー袋２枚を巾着袋に入れて保育園に常備し す。自分で着脱しやすい服
てください。 をおすすめします。袋は大き
肌着は年間を通して、半袖・ランニングでお願いします。 めの物をご用意ください。
動きやすさ,着替えやすさを考慮した服をご用意くださ 週始めに持ってきて、週末に持ち帰り、洗濯をお願いします。

い。

１日1枚必要です。 ループ付きでお願いします。 毎日、清潔な物を巾着袋 園が用意します。
お子さんの口や手を拭くの 毎日持ち帰り、洗濯をお願 に入れて、お持ちください。 出席や欠席のシールを貼
に使います。ビニール袋は いします。 ります。園からのお便りを
使用した食事用タオルを 挟んでお渡しします。
入れます。

園指定の体操着です。
１着　￥3,795（税込）
ご購入よろしくお願いし
ます。

体操服・体操着袋

食事用タオル
ビニール袋

入園時に用意していただくもの
このマークのついているものは毎日お持ちください

上履き・上履き袋パジャマ・パジャマ袋

３ ・ ４ ・ ５ 歳児用

おたより帳

着替え・下着・スーパー袋

お手ふきタオル
歯ブラシ

うがい用コップ
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