
ご利用のしおり
≪名古屋ハートセンター託児所≫

2018年8月1日（水）開所

名古屋ハートセンター託児所は、育児中の職員向けの託児施設です。
小さなお子様を育てながら職員が安心して働けるように支援致します。



基本理念
☆自分で考え、自分で行動できる子を育む
☆豊かで思いやりのあるやさしい心を育む
☆一人ひとりの子どもに寄り添う保育をする

◇長時間保護者に代わりお子さんをお預かりする大切な役目を担いますので、
「家庭的で明るく安らぎのある託児ルーム」である事をモットーとしています。
くつろいだ雰囲気の中で安定した情緒を保つ事は健全な心や体を養うのに欠かせません。

◇画一的では無く、一人ひとりの個性を尊重し子どもの発達する「芽」を育てていきます。

◇子どもの持つ可能性を信じ、自主性・主体性を育てます。
毎日の生活や遊びの中で色々な経験が全て子どもの成長の糧となります。
いつも子ども達がいきいきとして目を輝かせている為に「やらせる保育」ではなく、
「やってみたくなる環境」を設定します。
子ども達が自由に遊びを創造・発展させていく中で、友だちとの人間関係・生活習慣・
言葉に対する興味・学習の土台となる物の考え方等、人としての基礎を築きます。

◇職員は一人ひとりの子どもの心を大切にし、思いやりのある態度で接します。

◇子どもの豊かな感性、自然や物に対する興味を大切にします。



概要
◇託児所の概要

・運営開始日

・施設概要

・運営日

・休所日

・託児時間

・託児対象

・入所定数

・職員構成

・運営

2018年8月1日

延床面積 約63㎡

月曜日 ～ 土曜日

日曜日、国民の祝祭日、12月30日 ～ 1月3日

８：００～１８：００（勤務実態により変更可）

医療法人澄心会・医療法人名古屋澄心会に勤務する職員の０～４歳未満の子供。
（生後１０カ月未満の0歳児は要相談）
医療法人澄心会・医療法人名古屋澄心会に関わる企業の職員の子供の場合、
５名以内に限り理事長が入所を認める事が出来る。

10名

施設長、保育士

託児業務は下記業者に委託運営

株式会社 あきたメンテナンス
〒440-0045
愛知県豊橋市吾妻町 353番地代
表取締役 坪井 学
電話：090-7601-1184



一日の流れ
1日の流れ

時間 0歳児 1～4歳児

8:00 順次登園 順次登園

視診 視診

あそび あそび 基本方針
0歳児

9:30 ミルク おやつ・牛乳 一人一人の生理的・心理的欲求に応え、愛情を込めた応答的関わりによって、情緒の安
定と歩行や言葉の獲得に向けた援助を行う。睡眠 あそび

あそび

1歳～2歳未満

10:00
生活空間の拡張と共に自我が芽生える時期であり、自発性を高める様応答的にかかわ
ると共に、歩行の確立により盛んになる探索活動が一人一人十分出来る様に援助を行う。

ミルク

11:00

離乳食 食事 2歳児

12:00 お昼寝 生活に必要な行動が徐々に出来る様になると共に自我が育つ時期であり、一人一人の
気持ちを受け止め援助し、模倣やごっこ遊びの中で保育者が仲立ちする事により、友だ
ちと一緒に遊ぶ楽しさを次第に体験できるように援助を行う。

睡眠

13:00

ミルク 3歳児

検温
遊びや生活において他の児童との関係が重要になってくる時期であり、仲間同士の遊び
の中で一人一人の児童の興味や欲求を充分満足させるように適切に援助を行う。

15:00 めざめ・検温

あそび あそび

おやつ 4歳児

16:00 ミルク 自意識が生まれ他人の存在も意識できるようになり心の葛藤も体験する時期であり、こ
のような心の動きに共感し、励ますことにより情緒を豊かにし他人を気遣う感受性を育む
よう援助を行う。

睡眠

18:00 降所 降所

託児終了 託児終了

※上記時間等は例示です。お子様一人ひとりに合わせて対応致します。



年間行事他
年間行事予定

4月 10月

5月 子供の日 11月

6月 12月 クリスマス会

7月 七夕祭り 1月 お正月

8月 水遊び 2月 豆まき

9月 お月見 3月 ひな祭り

お誕生会、身体測定、避難訓練を随時開催します。

食事、おやつ

・昼食は、給食（無料）又はお弁当をご持参いただきます。

・離乳食、ミルクは保護者でご持参いただきます。

（ご持参頂きました食事、離乳食、ミルクに関するトラブルは保護者責任となりますのでご了承ください。）

・おやつは託児所で準備します。

昼食 11：30頃 離乳食 11：30頃

おやつ
9：30頃

ミルク

9：30頃

15：00頃 10：30頃

1～4歳児 13：30頃

16：00頃

0歳児

保育料

託児料金 1000円/日(上限20000円)

食事 無料

・支払：月末締めにて1ヶ月単位で、給与天引き。



入所までの流れ

◇入所までの流れ
※「入所申込書」は、希望入所日の2週間前までに提出して下さい。

担当窓口へ「入所申込書」を提出
↓

「入所決定通知書」を発行
（必要書類をお渡しします）

↓

託児所にて親子面接を実施
（記入済み必要書類を提出してください）

↓

健康診断
（母子手帳の検診のコピーでも結構です）

↓

入所



持ち物表 （保育士と打合せして下さい。）

◇持ち物表

肌着・・・・・・・・・・・・・・・・・ 着
着替え・・・・・・・・・・・・・・・・ 着
食事用エプロン・・・・・・・・・・・・ 枚
布団・・・・・・・・・・・・・・・・・ 組
パジャマ＆袋・・・・・・・・・・・・・ 組
スタイ・・・・ ・ ・・・・・・・・・・ 枚
口拭きタオル・・・・・・・・・・・・・ 枚
ビニール袋（洗濯物入れ）・・・・・・・ 枚
哺乳瓶＆乳首・・・・・・・・・・・・・ 式
コップ＆袋・・・・・・・・・・・・・・ 式
歯ブラシ・・・・・・・・・・・・・・・ 本
紙おむつ・紙パンツ・・・・・・・・・・ 枚
おしり拭き・・・・・・・・・・・・・・ 枚

※全ての持ち物には必ず名前を書いて下さい。
布団やパジャマ等は週末や連休前に持ち帰り下さい。
上記以外でも必要に応じ持ち物を追加して頂いても構いません。



ご利用にあたって
◇ご利用にあたって

1.「利用予定表」を25日までにご提出ください。

2.利用予定の変更について
・「利用予定表」提出後に変更が生じた場合は、可能な限り早めにご連絡下さい。

変更内容により対応できない場合が生じる事があります。
・キャンセルは、前日の18時迄にご連絡下さい。18時以降及び当日キャンセルは

原則として「利用日」として計算させて頂きます。

3.送り迎えについて
・送り迎えは保護者の方が行って下さい。保護者以外の方がお迎えの場合は事前

にご連絡下さい。その際、身分を確認させて頂く事があります。
・入口は防犯上常時施錠しています。
・登所時に、お子様の健康状態等で気になる事がありましたら伝えて下さい。
・降所時に、連絡/案内事項のご確認をお願いします。

4.連絡が必要な場合
・病気等で欠席/早退/遅刻等がある場合や、保護者の勤務の都合上等で予定に変

更が生じた場合。
・送り迎えの人が変更になった場合。
・申込書等の書類の記載事項が変更になった場合。

5.その他
・お気づきの点、改善して欲しい点、お悩み等遠慮なくスタッフにご相談下さい。



病気について
◇病気について

・お子様に下記の症状がある場合は、原則お
預かりできません。

1.発熱 38℃以上
2.ひどい下痢、嘔吐等

・以下の伝染性の疾患は登所停止になります。
治癒後、医師の承諾を受けてから登所させ
て下さい。

≪対象疾患≫
エボラ出血熱、クリミア、コンゴ熱、ペスト、マール
ブルグ病、ラッサ病、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性
赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス・・・治癒
インフルエンザ・・・・・・・・・・解熱後２日経過
百日咳・・・・・・・・・・・・・・特有の咳が消失
麻疹・・・・・・・・・・・・・・・解熱後３日経過
流行性耳下腺炎・・・・・・・・耳下腺の腫脹が消失
風疹・・・・・・・・・・・・・・・・・発疹が消失
水痘・・・・・・・・・・・・・発疹がかさぶた状態
咽頭結膜熱・・・・・・・主要症状消退後、２日経過
結核・・・・・・・・・・・・・・伝染の恐れが無い
腸管出血性大腸菌感染症・・・・・・・・・・・同上
流行性角結膜炎・・・・・・・・・・・主要症状消退
急性出血性結膜炎・・・・・・・・・・・・・・同上

◇託児所での与薬
・託児所での与薬は、原則として致しません。

◇予防接種後の登所
・予防接種当日は、保健所/病院等で３０分
は安静にし、その後は出来る限りご家庭で
お休み頂く事をお勧めします。

※お子様の具合が悪くなった場合は、保護者に
連絡いたしますので、速やかにお迎えをお願
いします。



けがをされた場合、補償制度、防犯、災害、
病院窓口
◇お子様がけがをされた場合

・お子様の管理には万全を期しています
が、万が一けがをされた場合は、保護者
に連絡（確認）のうえ託児所スタッフが
対応し、名古屋ハートセンターで受診し
ます。また、必要に応じて他院で受診し
ます。

◇補償制度
・お子様のけがや設備備品、個人の持ち物
等を壊してしまったような場合には、加
入している補償制度により補償させて頂
きます。

◇防犯等
・入口は常時施錠しています。
・侵入者/不審者があった時の訓練を実施し
ています。

・散歩時等の外出時には託児所スタッフが
防犯ブザーとケータイ電話を携行します。

◇災害に備えて
・託児所の一時退避場所は、託児所前の駐
車場です。

◇託児所に関する窓口
・病院の担当窓口は事務長です。

損保ジャパン日本興亜株式会社（証券番号3446952071）
賠償責任保険 共通保険金額（CSL）補償 （1事故保険金額：50,000万円）
（事故保険金額、事故免責金額、漏水担保追加条項、事故対応特別費用担保追加条項、被害者対応特別費用担保追加条項、
人格権侵害担保追加条項、第三者医療費用担保追加条項、作業対象物担保追加条項、共通保険金額追加条項）




