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桃が丘さゆり保育園



児 童 憲 章

われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念
を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

児童は、人として尊ばれる。
児童は、社会の一員として重んぜられる。
児童は、よい環境の中で育てられる。

１．すべての児童は、心身ともに、健やかにうまれ、育てられ、そ
　　の生活を保障される。

２．すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術を持って育
　　てられ、家庭に恵まれない児童には、これに変わる環境が与え
　　られる。

３．すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、
　　疾病と災害からまもられる。

４．すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員と
　　しての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。

５．すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みち
　　びかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。

６．すべての児童は、就学の道を確保され、また、十分に整った教
　　育の施設を用意される。

７．すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。

８．すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、
　　教育を受ける機会が失われず、また児童としての生活がさまた
　　げられないように、十分に保護される。

９．すべての児童は、よいあそび場と文化財を用意され、悪い環境
　　からまもられる。

10．すべての児童は、虐待、酷使、放任その他不当な取り扱いから
　　まもられる。あやまちをおかした児童は適切に保護指導される。

11．すべての児童は、身体が不自由な場合、また精神の機能が不十
　　分な場合に、適当な治療と教育と保護が与えられる。

12．すべての児童は、愛とまことによって結ばれ、よい国民として
　　人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。
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　　　       保育方針

     ○　丈夫な体、たしかな考え、豊かな心を育む。

     ○　大人たちが、子育ての仲間として
                   手つなぎ出来る保育園を目指す。

保育目標

○　眠る、食べる、遊ぶを充分行えるよう援助していく。

○　大人との信頼関係を基礎に、友だちとの共感を広げ共に育ち合う関
　係をつくる。

○　ひとりひとりの可能性を引き出し、子どもたちが自己肯定感を持ち
　自分の思いを伝え、自分らしく振舞えるようにしていく。

保育園の概要

○　入園対象…生後５７日より

○　基本保育時間…午前７時１５分から午後６時１５分まで

○　延長保育…午後６時１５分から午後８時１５分まで

○　問合せ時間…午前９時から午後５時まで

○　休園日…日曜、祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日まで）

○　常勤職員数…園長１人、保育士１８人、看護師１人、栄養士２人、
　　　　　　　　調理員１人、事務員１人

○　延床面積…８６４.９８平方メートル

○　園庭面積…８５０.２２平方メートル

個人情報の取り扱い

さゆり会では、保育上知り得た個人情報に対して「個人情報保護規定」を
定め実施しております。
規定等の閲覧は、事務室にて自由に行えます。

桃が丘さゆり保育園
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保育園概要

社会福祉法人　さゆり会のあゆみ

1968年 　　 初代理事長・園長　福田早百合が自宅の一部を改造し
　　　 　　 無認可「さゆり保育園」を開設。

1972年 9月　社会福祉法人「杉並さゆり保育園」誕生
　　　　　  父母・同窓会・地域へと広がった認可運動が実る。
　　　　　  認可保育園となり、職員の配置・保育環境が整えられる。
　　　　　  産休明けから1歳児までの保育を行う。（定員30名）

1996年　    認可25周年を前に、園舎改築計画を決定。

1997年 3月　創始者　福田早百合　急逝

1997年 5月　法人名　「杉並さゆり保育園」から「さゆり会」となる。
　　　　    新理事長　福田靖郎　就任

1998年 6月　杉並さゆり保育園新園舎　完成
　　　　　  産休明けから２歳児までの保育を行う。

2006年10月　中野区桃が丘保育園廃止解体後の委託事業者募集に参加し、
            事業予定者と決定される。

2008年 8月　施設整備補助の内示を受け、園舎建設が開始される。　

2009年 2月末  　園舎完成

2009年 4月　桃が丘さゆり保育園　開園
　　　　　　産休明けから5歳児までの保育を開始する。（110名定員）

2021年 3月  新理事長　山吹京子　就任

子育て支援

☆　地域の乳幼児親子のみなさんへ、子育てを応援します

○　子育て広場…子育てホール、園庭などで、親子でゆっくり遊んでみま
　　　　　　　　せんか。（月1回身体測定を行います）

○　子育て相談…随時、電話や訪問で受け付けています。
　　　　　　　　（看護師・栄養士もおります）

○　一時保育　…月曜日～金曜日　午前９時から午後５時まで　　　　　
　　　　　　　　（1時間：600円）

※ 詳細は事務室に声をおかけください
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　　             園のきまり
　　　　　　　
　　　　　　　　　　１．登園・降園

　　　　　　　　○　９時１５分までに登園してください。

　　　　　　　　○　お休みの時、通院等で遅くなる時は、９時１５分　
　　　　　　　　　　までにご連絡ください。

                ○　午後からの登園、一度帰ってからまた登園することは
　　　　　　　　　　子どもの生活リズムや活動に影響しますのでお控えくだ
　　　　　　　　　　さい。

　　　　　　　  ○　登降園時には、必ず保育士に声をかけてください。

                ○　保護者の方の連絡先が普段と違うときは、連絡先　　　
　　　　　　　　　　をお知らせください。

　　　　　　　　○　熱が３７．５℃以上を目安に、体調が悪い場合
　　　　　　　　　　（下痢、嘔吐等）は、お休みしてください。

　　　　　　　　○　伝染性疾患と診断された場合は、必ず園に連絡し　　　
　　　　　　　　　　て登園停止期間が過ぎるまでお休みしてください。　　

　　　　　　　　○　お迎えが遅れる場合、お迎え予定者が変更になる　　　
　　　　　　　　　　場合は必ずご連絡ください。

　　　　　　　　○　お迎え前の買い物はお控えください。やむをえな　　　
　　　　　　　　　　い事情の時はご相談ください。

　　　　　　　　○　自転車は門の中の自転車置き場に止めてください。　　
　　　　　　　　　　入り口付近には置かないようお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○　駐車場はありませんので車、バイクでの登園はお控えく
　　　　　　　　　　ださい。

　　　　　　　　○　アレルギーのお子さんもおりますので登降園時、　　　
　　　　　　　　　　大人子どもに限らず玄関等の敷地内での飲食はおや　　
　　　　　　　　　　め下さい。園の行事等交流で飲食した後は清掃して　　
　　　　　　　　　　注意いたします。　

２．保育時間・延長時間
　　保育時間は勤務時間プラス通勤時間です。
　保育標準時間認定の方は夕方６時１５分以降は延長保育となり申請が必要で
　す。保育短時間認定の方は９時から夕方５時が基本保育時間となり、それ以
　外の利用は朝・夕ともに延長保育料が必要になります。
　（なお、延長保育に関しては延長保育実施要綱をご覧ください）

３．変更の届け出

　○　勤務先・住所等の変更、退園・転園等、速やかに区役所へ届け出てく　
　　　ださい。

　○　保育時間の変更が必要な場合はご相談ください。

職員構成

　○ 園長…１名　　　○ 主任保育士…１名　　　○ 保育士…１７名
　○ 看護師…１名　　○ 栄養士…２名　　　　　○ 調理師…１名
　○ 事務員…１名　　○ 非常勤職員…複数名　                          
  ○ 嘱託医（小児科：中野共立診療所、伊藤浩一医師）
　　 　　　（歯　科：おおた歯科クリニック、太田廣宣医師）
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園の特徴

○　約５６０坪の敷地。
　土と緑があふれる３つの園庭（メインの庭・裏庭・前庭）があります。
　広いウッドデッキがあり、庭と一体感のある保育室になっています。

○　安心でここちよい室内では、一年中はだし保育をおこなっています。

○　安全な旬の食材を使用し、和食を中心に、心と体の成長を支える食事
　を大切にしています。栄養士を２名配置し、クッキングや栽培保育を通
　して食への関心を高めています。

○　看護師を配置し、子どもたちの健康を園医と連携して見守っています。
　地域の健康相談にも応じています。

○　大人同士が子育ての仲間として手つなぎができるよう、アットホーム
　な雰囲気の保育園です。

○　桃やサクランボ等の園庭の木々、草花、畑の野菜づくりなど、子ども
　たちは　四季の恵みを楽しんでいます。

○　昆虫などの飼育活動もおこなっており、飼育を通して命を大切にする
気持ちを育んでいきます。

○　散歩コース
　・中央線の跨線橋　・囲桃園公園　・たかはら公園　・蚕糸の森公園
　・平和の森公園　　・高円寺東公園（ＡＢＣ公園）　・いこい公園
　・ひとみ公園　　　・みどり公園　・中野四季の森公園　

○　保育園の様子を知っていただくために

　・園だより、クラスだより、給食だより、保健だよりを発行しています。

　・毎日の子どもやクラスの様子はクラスの連絡板、連絡ノートでお知ら
　　せします。

　・保育参観（保育参加）、クラス保護者会、個人面談、家庭訪問など実
　　施しています。

クラス構成

クラス　　　０歳　　１歳　　２歳　　３歳　　４歳　　５歳　　合計

組　名　　　にじ　　かぜ　　うみ　　もり　　ほし　　つき

定　員　　　１２　　１８　　２０　　２０　　２０　　２０　 １１０

  
 



園舎紹介

○　敷地面積

　　約１，８５９平方メートル（約５６３坪）

○　耐震・耐火構造

○　５００坪以上の敷地には、園舎を囲んで３つの庭があります。

　　親子でほっとできる前庭、栽培活動ができる裏庭、運動あそびができ

　　るメインの庭。園全体が土と緑にあふれています。

○　庭と保育室をつなぐ広いウッドデッキがあります。

○　床材は無垢材を使用、壁や扉にも安全な材料を使い、木のぬくもりを

　　大切にしました。

○　やわらかいあたたかさのある床暖房です。

○　内装の接着剤や塗料等から出るホルムアルデヒド等による子どもたち

　　への被害を防ぐよう材料を吟味しました。

土と緑あふれる

桃が丘さゆり保育
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保育時間

保育時間は面接の上、勤務時間と通勤時間で決めさせていただきます。

登園時間・降園時間

○　午前９時１５分までに登園してください。
　遅刻・欠席の連絡は９時１５分までにお願いします。

○　お迎えは決めたられた時間までにお願いします。
　お迎えが遅れる場合、お迎え予定者が変更になる場合は必ずご連絡く
　ださい。

延長保育

別途、月極申請が必要です。
定員４０名で０歳児（定員枠5名）からおこなっています。

○　１時間延長…午後６時１５分から午後７時１５分まで
　　　　　　　　☆　補食を用意します。

○　２時間延長…午後６時１５分から午後８時１５分まで
　　　　　　　　☆　夕食を用意します。

○　残業や突発事項の場合、スポット利用が出来ます。０歳児クラスは満　
　１歳を過ぎてから利用できます。定員に満たない時のみの受け入れとな　
　りますのであらかじめ予約をお願いします。
　その他保育料等詳しくは延長保育実施要綱をごらんください。

開所時間

休園日　　　　

日曜日、祝祭日、年末年始（１２月２９日～１月３日）

土曜日の保育　　　　

　土曜日勤務の方は、月末に翌月の土曜日出席を前もって
提出してください。急な仕事が入ったなど保育が必要とな
った場合は、木曜日までに届け出てください。臨時保育申
請書の提出が必要になります。

7:15　　9:00　　    　　　　　　　   17:00　 18:15 　　20:15

   朝保育 　　　    基本保育時間　     　 夕保育　延長保育　

　
＊｢保育短時間認定」の方は基本保育時間内の保育利用となります。

桃が丘さゆり保育園

保育時間
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保育園の１日

○　子どもたちが、園生活を楽しみ、友だちとのかかわりの中で学びあい、
　　豊かな心が育ち合います。

○　広い園庭での戸外あそびや散歩など、四季おりおりの自然に触れ楽し
　  んでいます。

○　０歳児は月齢により生活時間が異なります。

○　家庭と園が連絡をとりあい、共に子育てできるよう心がけています。

 時間 　　 ０歳児クラス 　　  １、２歳児クラス　  ３、４、５歳児クラス

 7:15 　　　  朝保育　 　　　      朝保育　 　　　  朝保育　

 8:30　　 
　　 　　　  順次登園 　　　   　順次登園 　　　 順次登園

 9:00

　　 　　健康状態の視診 　健康状態の視診　　　 健康状態の視診

　　　　　　  あそび　　　　　　　 あそび　　　　　　　 あそび

10:00 　　　  ねむる

11:00 　  午前食＋ミルク

　　　　　　 　　　　　　　　　　　 午睡

12:00 　　　  ねむる　　 　　　 　  　　　　　　　　　　 午睡

13:00 　　　  

14:00

15:00     午後食＋ミルク           あそび               めざめ

　　　　　　  あそび　　　　　　　 　　　　　　　　　　 おやつ

16:00 　　　 　 　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　あそび

 　　　　　  順次降園           順次降園        順次降園

17:00
              夕保育            夕保育               夕保育

18:15
                   　 延長保育（別途、申請が必要です）

                   　　　　　 補食または夕食

20:15

 

食事

めざめ
おやつ

あそび

保育園詳細
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春　　　

　　夏
プラネタリウム（5歳児クラス）

七夕

プールあそび 夏まつり

引き渡し訓練

子どもの日の集い

遠足

保護者会

家庭訪問

入園と進級を祝う会

幼児・保育参加

カレー煮会

桃が丘さゆり保育園

年間行事
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秋　　　

　　冬

クリスマスパーティー

節分

新年おたのしみ会

保護者会

卒園式

ひなまつり

ももりんぴっく（運動会)

幼児遠足

焼いも会

乳児・保育参観

成長を祝う会

 ○身体測定、避難訓練、幼児誕生会は毎月行います。

（誕生日は当日、又はその前後にクラスでお祝いをします）

ももさゆバザー
（父母会主催）

お別れ遠足（５歳児クラス）

保育園詳細
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各種健診
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　子どもたちが、毎日元気で過ごし健やかな成長発達　
　　　　　　　　が出来るように、看護師が配置され次のようなことを
　　　　　　　　おこなっています。

　　　　　　　　　＜全園児＞
　　　　　　　　　　・身体測定（月１回）　
　　　　　　　　　　・定期健康診断（春・プール前・秋）
　　　　　　　　　　・歯科検診（春・秋）
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　＜０・１歳児クラス＞
　　　　　　　　　　・定期健康診断（月１回）

園からのお願い

○　登園前には、子どもの健康状態を観察しましょう（顔色、機嫌、食
　欲、睡眠など）。毎朝検温してから登園してください。

○　下痢、嘔吐、目やに、目の充血などの症状がみられたら、伝染を予
　防するためにも医師の診断を受けてから登園して下さい。

○　微熱や食欲がない等、朝の具合の悪い場合には看護師または保育士
　に伝えて下さい。

○　体温が37.5℃以上を目安に、体調が悪い場合（下痢、嘔吐等）は、
　　お休みしてください。

○　保育中に急に熱を出したり具合が悪くなった場合、お迎えの連絡を
　することがあります。いつもの場所を留守にする時は必ずお知らせ下
　さい。お迎えのあと病院で診察を受けるようお願いします。

○　伝染性疾患（麻疹、水痘、百日咳、流行性耳下腺炎、風疹、流行性
　角結膜炎、インフルエンザ等）と診断された場合は必ず園に連絡して
　下さい。ご家族がかかった場合も同様にお願いします。
　登園停止期間が過ぎて登園の際は、当日の朝医師が記入した「意見書
　(医師記入)」を提出して下さい（用紙は園にもあります）。

○　ご家族が感染症に罹患された場合は、園舎内には入らず、玄関イン
　ターホンを鳴らして下さい。お子さんの送迎のお手伝いをさせて頂き
　ます。尚、発症した際は速やかにご連絡を頂き、完治した日等をお知
　らせください。

○　怪我や骨折､火傷、熱傷等の外傷性疾患後の登園について
  症状が安定し回復期になり、集団保育に入れる状態になった時を登園
　再開の目安とします。二次的な怪我を防ぐことや個別配慮が必要な場
　合はおあずかり出来ない場合があります。

○　原則として園での与薬はいたしません。例外もありますので看護師
　にご相談ください。

○　予防注射は園では実施していません。かかりつけ医で予防接種を受
　　けることをおすすめします。
○　その他、個々の状態により相談させていただきます。　
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伝染病による登園停止期間

　下記の伝染する病気の場合、学校保健安全法に準じて登園停止となります。
感染症に罹患した際は速やかに、園にご連絡くださいますよう、ご協力よろし
くお願いいたします。登園の際は医師による意見書、登園届を提出してくださ
い。（意見書･登園届の用紙は職員に申し出てください。用紙は園にもおいて
あります。又はホームページからもダウンロードできます。）
登園のめやす
　①園内での感染症の集団発生や流行に繋がらないこと　
　②子どもの健康（身体）状態が保育園での集団生活に適応できる状態まで
　　回復していること

　健康と安全のために

○　早寝、早起きをし、朝食を食べてから登園しましょう。
○　毎日決まった時間に、排便する習慣をつけていきましょう。
○　朝、晩の歯みがきをしましょう。
○　外から帰ったら、うがい、手洗いをする習慣をつけましょう。
○　手や足の爪はいつも短く切っておきましょう。
○　髪はさっぱりと活動しやすくしましょう。
○　動きやすい服装にしましょう。（フード付きの洋服は危険です）
○　子どもの足のサイズに合った靴をはきましょう。

　保育中にケガをしてしまった時は

　応急処置をし、程度に応じて医療機関を受診します。
万一の事故に備え、日本スポーツ振興センター災害共済給付と全国私立保
育園連盟の保険制度に加入しています。

（※その他必要によって提出してもらうこともあります。） 

2.医師の診断を受け、保護者の方が記入する「登園届」が必要な感染症

溶連菌感染症 

手足口病 

感染性胃腸炎（ノロ、ロタ、アデノウィルスなど） 

ＲＳウィルス 

突発性発疹 

マイコプラズマ肺炎 

伝染性紅斑（りんご病） 

ヘルパンギーナ 

帯状疱疹（ヘルペス) 

「保育園における感染症対策ガイドライン」より 

1.医師が記入した「意見書」が必要な感染症

麻疹（はしか） 

風疹（三日はしか） 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）

咽頭結膜炎（プール熱）  

百日咳

インフルエンザ

水痘（みずぼうそう）

結核

流行性角結膜炎

腸管出血性大腸菌感染症（O-157など）

髄膜炎菌性髄膜炎急性出血性結膜炎
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食事の内容

"心と体の成長を支える食事"を大切にしています
 

○　昔から私たちが食べ続けてきた日本の風土に育つ食材で、体に優し
　い食事づくりを大切にしています。旬の食材を使い和食を中心とした
　季節感のある献立にして、素材の持ち味を生かした薄味、そして手づ
　くりを基本としています。

○　国内でとれる新鮮で安全な食材を、地元の業者や生協などから購入
　しています。

○　食器は安全な陶磁器や、ぬくもりを感じるお椀を使用しています。

○　離乳食はひとりひとりの成長にあわせて、きめ細かく丁寧に進めて
　います。

○　食物アレルギーの場合、医師の指示書に従って原因食品が卵・牛乳
の場合は代替え給食を行っています。保護者、看護師、栄養士、担任の
四者で確認し進めていきます。

○　冷凍母乳、または直接母乳も受け入れています。

○　離乳食講習会、料理講習会、給食試食会等を年に数回行います。

○　食材や調理に関心を持ち、ゆたかな気持ちで食事が出来るように、
　食材に触れたり、クッキング・栽培などを行います。　



「苦情申出窓口」について

　保育園へのご意見・ご要望については日常的に担任等にまず、お気軽に声
をかけていただきたいと思います。そのことがかなわぬ場合等に「苦情申出
窓口」をご利用いただき、総合的な解決を図り、保育の向上に反映させてま
いりますのでよろしくお願いいたします。
　尚、｢意見箱」は１Ｆ・２Ｆの大人用トイレの中にも設置していますので
ご利用ください。

記

１．苦情解決責任者　　山吹　京子　（社会福祉法人 さゆり会　理事長）

２．苦情受付担当者　　宮田　典子　（桃が丘さゆり保育園　園長）

３．第三者委員　　　

　　（１）須納瀬　学
　　　　〔連絡先〕千代田区神田神保町２－３－１岩波書店アネックス10階
　　　　　　　　　東京駿河台法律事務所 　　　　　　 03(3234)9138
　　（２）榎本　正晴
　　　　〔連絡先〕杉並区阿佐谷南１－１２－１５　　　03(3311)2851

４．苦情解決の方法

　　（１）苦情の受付
　　　　　苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け
　　　　　付けます。
　　　　　なお第三者機関に直接苦情を申し出ることも出来ます。

　　（２）苦情受付の報告・確認
　　　　　苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委
　　　　　員（苦情申立人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く）
　　　　　に報告します。第三者委員は内容を確認し、苦情申立人に対し
　　　　　て報告を受けた旨を通知します。

　　（３）苦情解決のための話し合い
　　　　　苦情解決責任者は、苦情申立人と誠意を持って話し合い、解決
　　　　　に努めます。その際、苦情申立人は、第三者委員の助言や立ち
　　　　　会いを求めることが出来ます。
　　　　　なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行い
　　　　　ます。
　　　　　ア、第三者委員による苦情内容の確認
　　　　　イ、第三者委員による解決案の調整、助言
　　　　　ウ、話し合いの結果や改善事項等の確認

　　（４）都道府県「運営適正化委員会」の紹介
　　　　　当保育園で解決できない苦情は、東京都社会福祉協議会に設置
　　　　　された運営適正化委員会に申し立てることが出来ます。
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非常災害時について

　　　　　　　○　一時避難場所…囲桃園公園
　　　　　　　　　　　　　　　　　中野区中野３－２０

　　　　　　　○　広域避難場所…中野区役所一帯

　　　　　　　○　避　難　所　…桃花小学校
　　　　　　　　　　　　　　　　　中野区中央５－４３－１

○　火事の場合…園外に避難し、避難先から緊急連絡します。

　　地震の場合…建物に被害のない場合は園内に留まる。
　　　　　　　　二次災害が起こった場合は、避難場所へ移動します。

○　災害発生の連絡が入りましたら、何より優先してお迎えに来てくだ
　さい。日頃から職場の方や近隣の方、ご家族の方との協力体制をたて
　ておいてください。

○　天災発生が予測されている場合（台風、大雨、地震などの警戒宣言
　が発令されている時）は休園する場合があります。

○　登園時の天災発生及び状態の変化に伴う危険が予測される場合は、
　早めにお迎えをお願いする場合があります。尚、連絡できない場合も
　ありますので、状況を判断してできるだけ早くお迎えに来てください。

☆　避難・消火訓練を毎月１回行います。
　　引き渡し訓練を毎年１回行います。

☆　警察署の協力を得て、不審者等危機管理訓練を年１回行います。　

　　＊一時避難所とは･･･保育園の敷地内に居られない場合のオープンスペース
　　　　（余震、火事、危険と感じるとき）

　　＊広域避難所とは･･･都民の避難所（一時避難場所に火災等の迫り方により移動する）

　　＊避難所とは･･･夜間等宿泊をともなう避難場所

いっときひなんばしょ



広域避難場所

避難所

一時避難場所

中野区中野4-8-1

中野区中央5-43-1

コンビニ

囲桃園
公園

ＪＲ中野駅

南口

北口

コンビニ

石材店

新渡戸
文化短大

桃が丘さゆり保育園

中野区役所

桃花小学校

中野区中野３－１９－１３

0

N

100m
中野区役所
中野4-8-1

桃花小学校
中央5-43-1
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地　図
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