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〒458-0014 名古屋市緑区神沢三丁目114番地

℡：052-878-6621 fax：052-878-6983
運営法人：有限会社健生メディカルコーポレーション

http://www.kensei.e-doctor.info/
✉：kensei@kensei.e-doctor.info

＊ＱＲコードを読み取ってＨＰをご参照ください。
（詳しい内容が記載されております。）

◆職員配置（12 月予定）
施設長（保育責任者）：1 名（常勤保育士兼務）
保育士：7 名（常勤 3 名、非常勤 4 名）
保育職員子育て支援員：1 名（非常勤）
調理師：1 名（常勤）
看護師：1 名（常勤）＊病児保育専任
連携加算事務員：1 名（非常勤）
嘱託医：2 名（非常勤）
担当役員（コーディネータ）：1 名（非常勤）
＊12 名利用時には常勤保育士 4 名配置予定
＊利用児童人数に応じて職員配置数調整

◆協力施設
健生保育園（認可） 緑区神沢 2-1408
健生神沢子ども発達支援室
健生ナーサリー 神沢 2-1409
健生くまのこ園 天白区高島 1-1804

◆企業主導型保育事業とは
本事業は、企業主導型の事業所内保育事業を主
軸として、多様な就労形態に対応する保育サービ
スの拡大を行い、仕事と子育てとの両立に資する
ことを目的としています。運営費や施設整備につ
いては、子ども・子育て支援新制度の認可保育
園・認可小規模保育と同様に「保育所保育指針」
に準じ、保育サービスを実施します。
◆当園の理念・特色
当園が最も大切な要素として重要視しているの
は、①健やかな発達と健康 ②しつけ ③教育で
す。時代や社会環境がどのように変わろうとも今
も昔も変わらず、この 3 つは子どもの成長におい
て核をなす大切な要素となっています。園生活に
おいて、子どもたちとの関わりの中で、この 3 つの
要素を中心に集団生活の中で楽しく適切に解りや
すく丁寧に繰り返し指導し地道な育成に取り組ん
で行きます。
①健やかな発達と健康
各年齢に応じた遊びや運動・レクリエーション等の
活動を通して心身の健やかな発達を促します。
②しつけ
「しつけ＝厳しく」という昔のイメージが今もありま
すが、本来は「しつけ＝わかりやすく・丁寧に・くり
かえし」という事がしつけの方法としては正しいと
考えています。
③教育
0 歳～3 歳から詰め込みではなく家庭的な保育環
境の中で、ことば（国語）、かず（数字＝算数）、知
恵（知識）の基本となる要素を楽しく学んでいきま
す。働きかけという言い方が、より適当かと思いま
す。保育環境・保育職員による保育自体がすべて
の学びに繋がり、「見て・聞いて・感じて・行動す
る」すべてが乳幼児期のお子様の学びとなりま
す。
この当たり前のような 3 つの要素を一人一人のこ
どもに丁寧に関わりながら育成できる小さな場所
をつくりハンディのある子無い子を区別することな
く同じ環境のもとで保育・幼児教育・心身の健やか
な育成と発達支援を「小規模保育」という家庭的な
環境の中でしっかり提供したいという思いで、丁寧
な保育・幼児教育・運動・しつけやマナー等の園
生活の充実とサービスの質の向上、職員の資質
向上・スキル UP を図り、将来を担う大切なお子様
の保育に貢献したいと思います。

◆基本定員12名（0歳児～）
ご利用相談・見学は直接、お電話にてお問
い合わせください。℡052-878-6621

◆1 日の流れ
7：30

◆休園日
日曜日、祝日、年末年始 12/29～1/3

◆開所時間（11時間開所）

8：30

7：30～18：30

◆延長保育時間
18：31～19：30 （30 分毎最大 22：00 まで）
＊利用料領収あり
＊19：30 以降の利用は事前相談が必要
◆病児保育（体調不良児対応型）
保育中に微熱を出すなど体調不良となった
児童で保護者が迎えに来るまでの間、緊急
的な対応を必要とする児童

◆保育への取り組み
○発達段階に応じた学び
（国語、算数、英語、社会）
○外国人講師による英語遊び
○音楽（感性）
○運動（遊び）（健康な心身つくり）
○定期的な園外活動
○体験学習（創作、食育、その他）
○保護者による保育見学・個別面談
○保育士による育児相談

9：30

◆設備等
○セキュリティーと監視カメラ
○電子錠付門扉による入退管理
○AED の設置(こども用・大人用兼用）
○SIDS センサー（0 歳児午睡時使用）

◆防災・災害対策
○月例訓練 1 回、大規模訓練年 1 回以上

・検温・健康状態の確認。
・トイレ・おむつ交換
・自由遊び
・順次・検温・健康状態の確
・トイレ・おむつ交換
・室内での自由遊び

朝の会
・おはようの歌を元気よく歌う。
・今日の予定をみんなで確認。
・ラジオ体操
・おやつ

10：00

学び（幼児教育）
基礎教育は国語、算数、英語を中
心に、音楽、運動、レクレーション、
園外学習、体験学習、食育等。
お散歩

11：00

給食準備・給食
・食事のマナーを学習、スプーン・フ
ォーク・お箸の使い方等を学び、しっ
かり噛んで食べる事、食べ物の大
切さや感謝の気持ちを育む。
お片付け、歯磨き

12：00

午睡準備～午睡
年齢毎に応じて睡眠回数、時間を
調整します。
睡眠時間は基本 60 分以内。
0 歳児：朝寝・昼寝
1～3 歳児：昼寝中心

◆施設概要
施設面積 175.93 ㎡（延床 100 ㎡）
乳児室（0 歳児）26.40 ㎡
ほふく室（1 歳児）23.10 ㎡
保育室（2 歳児以上）7.92 ㎡
園庭面積 95.22 ㎡
調理室、トイレ、職員室、病児保育室 42.58 ㎡

開園（随時受入）

14：00

保育育成
身体と感性と思考を使って楽しくレ
クリエーション

15：00
16：00
16：30

おやつ 自由遊び
帰りの会
随時降園
自由遊び

18：30 閉園
延長保育 18：30～19：30 まで 300 円/30 分
19：30～22：00 まで 400 円/30 分
＊おやつ・軽食 100 円～400 円/食

◆平成 29 年度年間行事予定
（＊変更の可能性もあります。）

◆連携・協力保育所による支援

◆地図（神沢二丁目交差点）

保育の質に関する支援・交流事業

4月
5月

月例避難訓練、入園式
ならし保育
月例避難訓練
いちご狩り（2 歳）

6月

月例避難訓練、園外学習、 歯
科検診 健康診断

7月

月例避難訓練、プール

8月

月例避難訓練、プール

9月
10 月
11 月

12 月

1月

大規模防災訓練
月例避難訓練
農業体験（2 歳児）
健康診断
月例避難訓練
合同運動会（予定）
月例避難訓練、健康診断、
クリスマス会、大掃除、年末休み
（12/29～）
年始休み（1/3 まで）、月例避難
訓練、保護者面談（１月～２月）

◆名古屋市実地指導・監査等
年 1 回以上

◆児童育成協会指導・監査
年 1 回以上

◆苦情解決窓口
・健生ナーサリー：管理者
・名古屋市社会福祉協議会
福祉サービス苦情相センター

◆賠償保険加入
東京海上日動火災保険株式会社

◆利用者負担月額（地域枠料金）
0 歳児
1～2 歳児
3 歳児
4 歳児～

35,900 円
35,700 円
30,600 円
27,100 円

（地 50,900 円）
（地 46,700 円）
（地 38,600 円）
（地 35,100 円）

◆入園児に購入を求めるもの
入園用品

3500 円～7500 円

教材費

年額 3500 円～4000 円

行事参加費

年額 50 円～1000 円

その他費

月額 1500 円～5000 円

延長保育費

18：30～ 300 円/30 分

30 分単位

19：30～ 400 円/30 分

2月

月例避難訓練、節分、
作品展

＊年齢や行事により徴収金額の違いあり

3月

月例避難訓練
ひな祭り会
くまのこ会（親子参観）

◆入所について
入園相談・見学についてはお電話にてお
問合せ申込ください。

*年間行事予定は天候や諸事情により延
期・中止を含め内容が変更される場合も
あります。

℡：052-878-6621 （8：00～18：30）

※保護者個人懇談については、1 月～2
月の中で保護者様のお時間の空いている
時間に行います。

保育認定は各自治体の保育担当で申請

◆利用には保育認定又は就労証
明書が必要
就労証明は勤務先にて取得
＊父親、母親のいづれも就労証明必要
＊正規・非正規・パート問わず必要

◆協力医療機関（嘱託医）
小児科 かみさわクリニック
歯 科 いわみ歯科クリニック

＊利用前又は利用開始後速やかに提出

健生キッズベア

