認可外保育施設

アクア・チャイルドサロン

時間制保育ご利用のしおり

東京都世田谷区経堂 5-21-8 グランツ経堂 1F
TEL: 03-6432-6893
E-mail： aquachildsalon@aqured.co.jp

事業者の運営主体
名称

株式会社アクアードコンサルティング

所在地

東京都中央区銀座 1-27-8 セントラルビル
TEL：03-3564-2009 FAX：03-6262-8165
URL：http:www.aqured.co.jp

事業内容

戦略コンサルティング事業/IT コンサルティング事業
プロジェクトアセスメント/BPO 支援事業

施設の概要
名称

アクア・チャイルドサロン

所在地

〒156-0052
東京都世田谷区経堂５－２１－８ グランツ経堂１F

事業開始年月日

令和 1 年７月１日

設置者

㈱アクアードコンサルティング 住吉鉄平

管理者（施設長）

住吉鉄平

保育従業者等の配置

当保育園では、保育従事者を３名（内 保育士２名）配置しています。
予約数に応じて適切な人数を配置しています。

設置者が過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別 ・・・ 無
保険の種類、保険事故及び保険金額 ●当保育園は、以下の保険に加入しています。
保険の種類

賠償責任保険、傷害保険

保険事故

保育園管理下中に事故やけがが起きた際の損害賠償保険、損害保険

保険金額

最高 10 億円限度

提携する医療機関
児童の健康管理

なし
怪我等の場合受診。入所時及び年２回(おおよそ６か月毎)の健康診断の写しまたは
該当期間で実施された乳幼児健康診断の写しを提出。

緊急時等における対応方法
【関係機関の連絡先】
連絡先

電話

宮の坂消防出張所（119 番）

03-3427-0119

北沢警察署（110 番）

03-3324-0110

世田谷区役所保育部

03-5432-2224

FAX
03-3706-3166

保育認定・調整課
※保護者との連絡方法

緊急連絡先に連絡します。

☆当保育園では緊急時対応マニュアルを定めています。

備考

非常災害対策
【災害時における関係機関の連絡先】
連絡先

電話

世田谷区危機管理室

FAX

03-5432-2262

備考

03-5432-3014

災害対策課
電気
ガス
水道局

0120-995-002

停電の場合は

03-6374-8936

0120-995-007

0570-002-211

ガス漏れの場合は

03-3344-9100

0570-002299

0570-091-101
042-548-5110

※保護者との連絡方法

緊急連絡先に連絡します。
NTT 災害用伝言ダイヤル（117）

※避難訓練等の実施状況 地震、火災等を想定し毎月 1 回実施しています。
※避難場所
第一避難場所：桜丘小学校
第二避難場所：馬事公苑・東京農業大学一帯
☆当保育園では非常災害時の計画を作成しています。
職員の外部研修受講状況
当施設は年 1 回以上、外部研修を受講し職員のスキルアップを図っています。
虐待の防止のための措置に関する事項
☆当保育園では虐待の防止のためのマニュアルを作成しています。
施設の概要
◇建物の構造

鉄筋コンクリート造り

◇主な設備

・保育室

26 ㎡

・乳児室

20 ㎡

・配膳、事務室

10 ㎡

総延べ面積 70 ㎡
当保育園は児童福祉法第 35 条の認可を受けていない保育施設（認可外保育施設）として、
同法第 59 条に基づき東京都への設置届を義務付けられた施設です。
【設置届出先】 世田谷区役所保育部 保育認定・調整課

（電話）03-5432-2224

苦情・相談窓口担当
アクア・チャイルドサロン 園長：住吉 鉄平
TEL：03-3564-2009（株式会社アクアードコンサルティング）

対 象

・０歳～６歳までの集団保育が可能なお子さま

開園日時

・月曜日から金曜日まで 午前８：00～午後 6：00
※上記時間内であれば何時でも自由に登園・降園が可能です。
送迎をご希望の方は、迎車手配の関係上、午前９時頃・午後５時頃のみとなります。
※送迎車が１台の為、送迎時間や場所等、ご希望に添えない場合や時間が変動する場合もございます。
※令和 3 年 11 月より土曜日は休園となりました。

休園日

・土曜・日曜・祝日 / お盆期間・年末年始/その他研修などにより休園の場合があります。
※上記の理由で休園の場合の振替・返金は致しません。ご了承ください。

時間制保育利用料金
利用頻度により金額が異なります。ご家庭のニーズに合わせて月ごとに必要時間数をお選び下さい。
入園金(初回のみ)120H～/税込
A

22,000 円
記載金額は税込み価格となります

利用時間/月

40H (２H/日)

80H (４H/日)

120H (６H/日) 160H (８H/日)

０歳

56,100 円

95,700 円

130,900 円

157,300 円

１歳

51,700 円

86,900 円

117,700 円

139,700 円

２歳

47,300 円

78,100 円

104,500 円

122,100 円

B
光熱水費・保育材料費 (税込)

1,100 円/月

一時保育料金 税込
０歳

1・2 歳

３歳～

1,600 円/１H

1,400 円/１H

1,200 円/１H

オプション
給食・おやつ 税込 《アポルテファクトリー提供のオーガニック給食》
離乳食 初期・中期・後期 / おかゆ・おかず２品

550 円

幼児食・離乳食：完了期 / 白飯・主菜１品・副菜２品

600 円

おやつ 離乳食初期

350 円

おやつ 離乳食中期

250 円

おやつ 離乳食後期・完了期 / 幼児食

150 円

※翌週月曜日のご注文・キャンセルは、前週金曜日の正午までとなります。
※アレルギーをお持ちの方はご相談をお願いいたします。（対応不可のアレルギーもございます。）
送迎

税込

園からご指定の場所まで送迎

/ 片道

600 円

契 約
♢入園手続
【入園時提出書類】
入園日の前日までに下記の書類をご持参又はご送付ください。
・時間制保育契約書
・児童票・緊急連絡先カード
・家庭の状況
・食材アンケート
・健康調査票
・医師の診断書 又は 入園前4か月以内の健診結果の写し
（母子手帳に記載されている乳幼児健診結果部分の写しでも可）
♢入園日は、希望日より時間制か、一時保育利用かをご相談下さい。
♢120H・160H は給食込みの金額となります。
♢時間管理は１分単位とし、ICT にて管理を致しますので登園・降園時に園のタブレットで打刻をお願いします。
(送迎ありの場合は、登降園管理は園内にて行います)
♢累計時間で契約時間を超過した分は、一時保育料金を適応し、翌月 15 日までにお振込みをお願いします。
♢翌月の契約時間数の変更は、月末までにお申し出頂き、変更届をご提出下さい。
♢契約時間が余ってしまった場合、翌月への繰越は致しません。自動消化となりますのでご了承下さい。
♢退園希望の場合、退園書類を園に提出して下さい。退園日までに消化出来ない時間の返金は致しません。
保護者からの契約終了の申し出がない場合は自動更新するものとします。

毎月の保育料金のお支払
♢初月は入園金・保育料金(左記Ａ+Ｂ)を原則、お預かり前日午後３時までに
下記口座にお振込みをお願い致します。土日祝日の場合はその前日までにお手続きください。
♢入園後は翌月の保育料金として毎月月末までに左記の A、B を足した金額を、
下記口座にお振込みをお願い致します。(給食・おやつを注文の場合は別途ご請求)

銀行・支店名：みずほ銀行 銀座通支店
口座番号：普通預金 3011909
口座名義：株式会社アクアードコンサルティング
※振込手数料はご負担下さい。

予約・キャンセル方法
♢ご予約・キャンセル共にご利用予定日の前日正午までに園の公式 LINE へお知らせください。
※月曜日の予約・オプションのキャンセルは、前週金曜日の正午までに LINE でお知らせください。
※当日の受け入れに際しては、園の状況によりますのでご相談下さい。
♢以降のキャンセルにつきましては、お預かり予定時間を加算致します。
※お弁当・おやつを注文している場合は、注文分の料金を翌月 15 日までにお支払頂きます。
♢当日の登園・降園
時間に変更が出る際は必ず公式 LINE かお電話にてご連絡下さい。
ご利用までの流れ
①お問合せ→②園見学等の予約→③来園→④ご利用に際してのご説明や、ご家庭のニーズをヒヤリング
⑤ご面談→⑥希望登園日予約(一時保育か時間制)→⑦時間制保育のご契約、お手続き→⑧ご登園
送迎の流れ
①指定送迎場所にて待ち合わせ(車が一定時間停められる場所に限ります。)
②お子さまお預かり。(お荷物・ベビーカーのお預かりも可能です。)
③園にて保育
④迎え時間に指定送迎場所にてお子さまお引渡し。

送迎車：白の VOXY
ナンバー：世田谷 313 に 11-17
送迎サービスをご利用頂けるのはご自宅付近に駐車可能スペースがある方
車１台でご自宅までの送迎を行っておりますので、朝は 9 時頃のお迎え・帰りは 17 時頃の送迎のみ
他の送迎のお子さまと、ルートの兼ね合いによりお迎え・送り時間に 30 分程度時間差が生じる場合がございます。
予めご了承下さいませ。

園での一日の流れ※例
０歳

8:00

１歳～
8:00

順次登園（健康観察・検温）

順次登園（健康観察・検温）
自由遊び

自由遊び

水分補給

水分補給

10:00 主活動（お散歩・室内遊びなど）

10:00 主活動（外気浴・室内遊びなど）

12:00 昼食

11:00 離乳食・ミルク

12:30 午睡

12:00 午睡

15:00 おやつ

15:00 おやつ

15:30 自由遊び

16:00 水分補給

16:00 水分補給

18:00 までに順次降園

18:00 までに順次降園
00 までに順次降園

登園時の持物
～毎日持ってきて頂くもの～

～園に置いておくもの～

・連絡票 (必要な方のみ)

・着替え一式 (３セット)

・ミルク用のガーゼ (必要なお子さまのみ)

・バスタオル１枚 (毎週お持ち帰り)

・食事用のエプロン (必要なお子さまのみ)

・午睡用タオルケット・毛布 (毎週お持ち帰り)

・水筒(必須) 口拭きタオル

・ビニール袋１００枚程度 (洗濯物用)

・スプーンとフォーク (必要なお子さまのみ)

・おしりふき１パック (必要なお子さまのみ)

・エコバック・ビニール袋 (洗濯物用)

・戸外用の帽子 (毎週お持ち帰り)

・おむつ５枚程度 (１パック園に置く事も可能)

・戸外用の靴

※すべての持ち物に記名をお願い致します。
身につけるものは、安全(戸外遊び・散歩時の怪我や事故防止)と、着脱の練習の観点からお選びください。
靴・・・・なるべくスニーカー、運動靴等の動きやすいもので登園をお願いします。
やむを得ずサンダル、長靴、ブーツなど動きづらいもので登園する場合は、別に外遊び用の 運動靴をご持参ください。
靴下・・・戸外遊び・散歩中に足を守るために着用致します。
帽子・・・紫外線防止、頭保護、防寒のため、ゴムまたは、あごひも付きのものをご持参ください。
服・・・・動きづらく運動しにくいものや長すぎるもの、危険につながるものは避けてください。
・スカートやフードつきの上着は戸外での遊具遊び等に危険な場合があります。
・散歩へ行く時ズボンへの着替えが必要な方はスタッフにご指示をお願いします。
※雨の日の長靴や、おしゃれの気持ちからお子様が自分で選んだお洋服を禁止するものではないと考えています。
戸外遊びなどに行く時は、活動しやすい服装に着替えるなど配慮します（着替えのご準備をお願いいたします）。

登園当日の流れ
・アクア・チャイルドサロンのインターフォン・受付でお名前をお伝え下さい。
・ベビーカーのお預け可能です。
お預け

・予め記入済みの連絡票又はコドモンより提出してください。
・検温した上で、お子さまの様子をお知らせ下さい。
※検温の際、37.5℃以上の熱がある場合はお預かりできません。ご了承下さい。
・必ず登園時に打刻をして下さい。

確認事項

・お迎えの方、持ち物等の確認を行います。

保育

・お子さまをスタッフがお預かり致します。

お迎え

・お子さまの 1 日の様子をスタッフがお伝え致します。
・持ち物の確認をしてお帰り下さい。
・必ず降園時に打刻をして下さい。

健康管理について
当日、お子さまの体調がよくない場合は、ご利用を控えて頂くようお願い致します。また、集団生活の為、お預かり
をお受けできない場合がございます。
お子さまの健康状態によっては、お預かりの途中でお迎えに来ていただく場合があります。
お預けの間は、緊急時に備え、常に連絡がとれるようにご配慮下さい。
例
・37.5℃以上の発熱 ・咳がひどく出ている ・発疹がでている ・とびひの症状がひどい
・黄色の目やにがひどい ・嘔吐をした ・下痢がひどい、白い下痢 ・普段より機嫌が悪い
・食欲がない、だるそうにしている ・感染症の疑いがある
・下記の感染症にかかった場合は、登園許可書を登園時にお持ち下さい。
・麻しん（はしか） ・咽頭結膜熱（プール熱）

・手足口病

・インフルエンザ

・百日咳

・風しん

・腸管終結性大腸菌感染症（O157、O26、O111 等）

・ヘルパンギーナ

・流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） ・マイコプラズマ肺炎

・帯状疱疹

・ウイルス性胃腸炎（ノロ、ロタ、アデノウイルス等）

・流行性角膜炎

・伝染性紅斑（りんご病） ・突発性発疹

※保育中の与薬はできません。（原則として薬はお預かりしません）
※アレルギー等があるお子さまは、面談の時に必ず詳細をお話下さい。
【定期健康診断について】
年に 2 回、2 月と 8 月にかかりつけ医をご受診の上、診断書のご提出をお願いいたします。
母子健康手帳の写し（概ね 6 か月以内の乳幼児健診の記録が記載された部分の写し）のご提出でも可

けがの対応について
けがのないよう細心の注意を払っていますが、お子さま同士のトラブルや転倒などで思いがけないような
怪我をする場合があります。けがの程度により受診が必要な場合は、保護者に連絡を取った上、
速やかに受診します。
やむをえず連絡がとれない場合には、児童の身体の安全を最優先させ、こちらの責任をもってしかるべき
処置を行います。予めご了承願います。

保険の適用について
保育中、運営事業者の責任に帰すべき事由によりお子さまに損害を与えた場合、賠償責任保険、損害
保険から加入限度内で保険金が支払われます。なお、不可抗力による事故の場合、保険金が支払わ
れない場合もあります。
個人情報について
守秘義務
・アクア・チャイルドサロンに従事する全ての職員は、保育を提供する上で知り得たお子さま及び保護者や、
その家族等に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、保育終了後も
同様とします。
・アクア・チャイルドサロンが乳幼児及び保護者の個人情報を第三者に提供する必要がある場合には、
政府、裁判所、その他の公的機関の命令、要請または法令に基づき開示が求められた時を除き、
保護者からの同意を得るものとします。
園の公式 LINE・コドモン・写真について
保護者様との連絡方法として公式 LINE を利用しております。登園日までに以下の QR コードを読み取り
友達追加をしてお名前を送ってください。
※ご希望の方へは保育中の写真を LINE に送らせて頂きます。ただし、保育の安全性を最優先に考えて写真の
有無や枚数のお約束は出来かねます。
※お撮りしたお子様の写真は保護者へ送信後すぐに削除致しますのでご安心下さい。
※ご希望の方へは退園時に入園からのお子様の成長を記録したアルバムをお渡ししております。
アルバム作成においてお写真が数枚必要となりますので園内にて保管し、アルバム作成後は削除致します。

※保育中のお子様の後ろ姿、または部分的な写真を保護者の許可を頂いた上で園のブログ等に使用させて
頂く場合がございます。
2021 年５月より保育 ICT 機能を導入しましたので連絡票はコドモンからの対応となりますので、ご登園前ま
でにご登録をお願い致します。

《アクアチャイルドサロン 公式 LINE》

→

利用にあたってのおねがい
・お迎えの方がお預けの方と異なる場合は、必ずお預けに来た方がその旨をスタッフへお伝え下さい。
・ケガを防ぐため、お子さまの爪は短く切って下さい。
・新しい乳児医療証が発行されましたら差し替えますのでコピーをお持ち下さい。
・職員研修等の為、不定期に休園する場合があります。その際は事前にご案内致します。
・自然災害に伴う警報(大雨・洪水・暴風・大雪・地震など)が発令された場合はお子様と職員の
安全性を優先し休園となりますので、その際はご連絡致しますのでご協力をお願い致します。

アクア・チャイルドサロンの保 アクア・チャイルドサロン

TEL：

育内容に関する相談・苦情 園長：住吉 鉄平

03-3564-2009

窓口

災害時の避難について
・警戒宣言や地震・台風や事故があった場合、速やかにお迎えをお願い致します。
・地震・火災の時、子どもたちが安全に避難できるよう毎月避難訓練を行っています。
第一避難場所： 桜丘小学校
第二避難場所： 馬事公苑・東京農業大学一帯
アクア・チャイルドサロン以外の場所に避難する場合、入り口扉に貼り紙を致します。
登録時に、緊急連絡先一覧を提出して頂きます。
記載されている方にのみお子さんをお渡ししますので、ご注意下さい。

＜災害伝言ダイヤル「171」＞
地震や大雨などの災害時には、被災地へ電話がかかりにくい状態になることが予測されます。
保育中に災害が発生した場合には、災害伝言ダイヤル「171」（すべての電話機から利用可能）
にメッセージを残しますのでご確認下さい。

【メッセージの再生】
➀伝言ダイヤルセンターにダイヤル「171」
②再生「２」を押す
③災害地番号を押す（番号： 03-6432-6893）
④A：ダイヤル式電話機はメッセージを再生
B：プッシュボタン式電話機は「１＃」を押すとメッセージ再生
⑤終了するときは、「９＃」を押す。

