
 

 

 

 

保育・子育て事業 to Smile 

CloveR House 

～クローバーハウス～ 

（認可外保育所 小規模保育） 

 

 

利用規程 

（利用契約書） 

 

  



1、事業の目的および運営方針 

〇設置主体 

名称 保育・子育て事業 to Smile 

所在地 熊本市南区田迎 4丁目 9－1 

電話番号 070-7589－3893 

代表者氏名 武藤 基代 

 

〇事業所の概要 

事業所の種類 認可外保育所（小規模保育） 

事業所の名称 CloveR House（クローバーハウス） 

所在地 熊本市北区室園町 5－11 

連絡先 TEL:096-285-9171 

FAX：096-285-9172 

メール：hoiku.kosodate.to.smile@gmail.com 

運営者 保育・子育て事業 to Smile （代表者）武藤 基代 

管理者氏名 武藤 基代 

開設年月日 令和元年 8月 1日 

対象児童 ０～６歳児（就学前児童） 

利用定員 

（年齢別） 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児以上 合計 

4名 4名 4名 3名 15名 

 

 〇事業の目的、方針 

・当園を利用している子ども（以下「利用子ども」という。）が、発達段階

に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該子どもの自主性、社

会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、心身ともに健

やかに育成されることを目的とする。 

・利用子どもの人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重し

て、その運営を行う。 

 

 〇運営方針 

・子育て家庭の一番の味方になる 

子ども・保護者としっかりコミュニケーションを取り、ご家庭と一緒に

子育てする気持ちで、子どもや保護者に寄り添い、子育て家庭が安心でき

る心強い存在（場所）を目指す。 

・働く女性をサポート 

子育てしながらでも働く女性が輝けるようにサポートする。 

tel:096-285-9171


・子どもの成長をともに楽しむ 

目覚ましく成長する子どもの成長をご家庭と一緒に共感することで、子ど

もの成長を楽しみ、また一人ひとり（各家庭）ときちんと向き合い、概念

にとらわれず一人ひとりのペースで子育てを楽しくできるようにサポート

する。 

 

 〇保育理念 

  「Confidence（信頼）」「love（愛情）」「Respect（尊重）」「幸福」 

子どもやご家族の方と、「信頼関係を築き、愛情をもって接し、相手を

尊重する」を理念に掲げ、保育を行う。また、CLoveR Houseを利用するす

べての人が、幸せになるよう願い、保育に取り組む。 

子どもたちが安心して過ごせる環境、保護者の方が安心して預けられる

環境として、もう一つのお家（House）を目指していく。 

 

 〇保育方針 

 ・ゆったりとした環境の中で、子ども一人一人と向き合い、保育士とじっく

り触れ合い、関わることで、愛情を感じ、信頼関係の基礎を育てる。 

・同年齢・異年齢の友だちとの遊びや生活を通して、基本的生活習慣や周囲

と協力する態度を身につけ、相手を思いやる心を育てる。 

・戸外遊びや散歩を通して、たくさん自然と触れ合い、季節の変化を感じな

がら、丈夫な体と、感性、表現力を育てる。 

・いろいろな食べ物を味わいながら、友だちと食べる楽しさを知り、食事の

基本的なマナーを身につけ、食に関する感謝の気持ちを育てる。 

 

２、提供する事業の内容 

・月極保育 

・一時保育 

・延長保育 

・子育て支援 

・行事（親子行事等） 

 

３、保育を提供する日、提供時間 

○提供する日 

・月曜日～土曜日 

〇提供時間 

・通常保育…午前７時３０分から午後６時３０分 



・延長保育…午後６時３０分から午後１０時（月曜日から金曜日） 

・一時保育…午前７時３０分から午後１０時（月曜日から金曜日） 

 

〇休園日 

・日曜日  

・祝日  

・年始休日（１月１日から１月３日） 

・年末休日（１２月２９日から１２月３１日） 

 

４、保育料等 

  ・月額保育料 

   ・入園料…20,000円（初期登録料） 

   ・０～１歳児…50,000円 

   ・２歳児…45,000円 

   ・３歳児以上…40,000円 

   ・給食費…400円/回 

  ・ハーフプラン保育料（1日 6時間、週 3日、月 13日以内） 

   ・入園料…20,000円（初期登録料） 

   ・０～１歳児…39,000円 

   ・２歳児…34,000円 

   ・３歳児以上…29,000円 

   ・給食費…400円/回 

  ・一時保育料 

   ・初期登録料…5,000円 

・全年齢…800円/時間 

・給食費…400円/回 

  ・延長保育料 

   ・全年齢…500円/時間 

   ・軽食代…150円/回（延長保育には、軽食もしくはおやつを提供。） 

 ・その他実費徴収額 

   ・連絡帳…300円 

   ・運動帽子…900円 

   ・その他、活動材料費やイベント代、保育に必要な物品の購入における

費用については、その都度事前に詳細をお知らせし、実費徴収する。 

 

 



５、支払方法、支払期限 

 ・月極保育料…現金徴収（前月 27日まで） 

 ・一時保育料…現金徴収（当日払い） 

 ・延長保育料…現金徴収（当日払い） 

 ※支払いの際には、領収書を発行する。 

 

６、職員について 

 ・管理者 １名 

 ・保育士 ３名 

 ・保育補助 ３名 

 ※職員数は変動する場合がありますが、「認可外保育所設置基準」で定める

保育の提供に必要な職員数以上の職員を常に配置。 

 

７、利用申請、利用契約、利用方法 

○利用申請 

 「保育所利用申請書」を当園に提出すること。 

〇利用契約 

 面談実施後、利用規定等、重要事項の内容について当園より説明を受け、

同意し、利用契約の締結を行う。 

利用契約には、次の書類を提出すること。 

① 利用契約書 

② 児童票 

③ 個人情報利用同意書 

 ○利用方法 

 ・月極保育 

   利用する月の前月 27日までに、「利用予定表」を提出（前月 20日頃に

配布）。 

   提出後の利用変更については、原則 3日前でとする。ただし、利用児童

数や職員配置等の都合で受け入れられない場合がある。 

 ・一時保育 

利用希望日の 3日前までに、一時保育利用予約を入れる。（一時保育利

用申請書の提出） 

 ・延長保育 

   利用希望日の 3日前までに、延長保育利用予約を入れる。（延長保育利

用申請書の提出） 

 



８、利用に当たっての留意事項 

 利用子どもの保護者は、事業の利用に当たっては、次に内容に留意するこ

と。 

（1） 家庭・当園での状況を相互連絡しあう為に連絡帳を活用する。体温、食

事、機嫌、排便、睡眠、生活状況など園児の様子を当園はもちろん、保

護者も家庭での様子をできるだけ詳細に記入すること。 

（2） 子どもの健康管理のため、小さな異変であっても、送迎時に必ず職員に

健康状態を伝えること。 

（3） 当園付近での喫煙は行わない。 

（4） 毎月 27日までに、翌月の「利用予定表」を当園に提出すること。ま

た、提出した「利用予定表」に変更があった場合は速やかに連絡するこ

と。 

（5） 当日の欠席、又は登園が遅れる場合は午前 8時までに連絡すること。 

（6） 延長保育の利用する場合は、必ず事前予約すること。 

（7） 熱発（38度以上）や体調不良の時は、保護者に連絡し、状況によっては

お迎えをお願いする。 

（8） 感染症の場合、登園には「登園許可証明書」が必要。（コピー可） 

（9） 初めてのお薬は、当園で与薬しない。 

（10）解熱剤は経口薬、坐薬に関わらず、当園では与薬しない。また、解熱剤

を使用して 8時間以内の預かりもできない。 

（11）予防接種後の登園は出来ない。ご自宅で安静にすること。 

（12）事故や急病等により緊急対応が必要な場合は、救急車を要請する。 

（13）住所や連絡先などに変更が生じた場合は、必ず当園に知らせること。 

（14）アレルギー性疾患（食物アレルギー・気管支喘息など）がある方は申し

出ること。また、食物アレルギーがある方は、該当食品を知らせるこ

と。 

（15）退園・休園を希望する場合は所定の手続きをとること。 

※退園…「退園届」を 3週間前までに提出すること。 

※休園…休園期間は、原則 1か月までとし、事前に「休園届」を提出す

ること。 

（16）送迎者が保護者でない場合は、事前に連絡すること。 

（17）持ち物にはすべて記名すること。 

（18）靴は、かかとのある(走り回れるもの)履物で、自分で脱ぎ履きしやすい

もので登園してください。 

 

 



９、利用の終了に関する事項 

 以下の場合には保育の提供を終了する。 

（1） 年度途中に利用子どもが満６歳に達する年度が終了した時。 

（2） 退園届が提出された時 。 

（3） 退園届や休園届が未提出のまま、1か月以上の利用がない時。 

（4） その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じた時 

 

１０、緊急時における対応方法 

 当園の活動中に、利用者の体調に急変が生じた場合その他必要な場合は、速

やかに利用子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を行

う。また、その原因を解明し、再発を防止する対策を講じる。賠償すべき事

故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。 

 

管轄警察署 

警察署名 熊本北合志警察署 

所在地 熊本市北区飛田 4丁目 10番 19号 

電話番号 096-341-0110 

 

管轄消防署 

消防署名 熊本市北消防署 

所在地 熊本市北区四方寄町 514-1 

電話番号 096-327-0119 

 

小児科 

病院名 朝日野総合病院 

所在地 熊本市北区室園町 12-10 

電話番号 096-344-3000 

 

整形外科 

病院名 朝日野総合病院 

所在地 熊本市北区室園町 12-10 

電話番号 096-344-3000 

小児歯科 病院名 朝日野総合病院 

所在地 熊本市北区室園町 12-10 

電話番号 096-344-3000 

 

小児眼科 

病院名 北部眼科 

所在地 熊本市北区四方寄町 1281-1 

電話番号 096-245-1156 

小児救急 電話番号 ♯8000 

時間 毎日 19：00～0：00 

対応方法 園児に体調の変化が生じた場合その他必要な場合は、速やか

に園児の保護者や医療機関への連絡を行う等の必要な措置を

講じます。 



一斉連絡方法 連絡網により、電話連絡を行います。 

 

１１、非常災害の対策 

避難訓練 非常時を想定した避難訓練を定期的に実施 

防災設備 誘導灯、消火器 

避難場所 第一避難所 当園横駐車場 第二避難所 清水小学校 

児童引渡場所 上記避難場所の、より安全な場所で職員が行う 

非常災害に対する具体的な計画を立てる。 

 

１２、個人情報の保護 

業務上知り得た利用子ども及びその家族の個人情報を、個人情報の保護に関

する法律（平成１５年法律第５７号）その他関係法令等を遵守し、適正に取

り扱い、利用子ども又はその家族の個人情報を用いる場合は、予め文書によ

り当該利用子ども又はその家族の同意を得るものとする。 

 

１３、虐待防止に関する事項 

当園は、子どもの人権の擁護、虐待防止等のため、次の措置を講ずるよう努

めるものとする。 

（1）人権擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備 

（2）職員による子どもに対する虐待等の行為の禁止 

（3）虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施 

（4）その他虐待防止のために必要な措置 

当園は、保育の提供中に、当園の職員又は保護者等による虐待を受けたと思

われる子どもを発見した場合は、速やかに、児童相談所等適切な機関に通告す

る。 

 

１４、要望、相談、苦情等の受付 

 当園は、利用子ども及びその保護者等からの要望、相談、苦情等に対して、

迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置する。ま

た、受け付けた場合には、当該内容等を記録し、保管する。 

 受付担当者 松本 麻美 

解決責任者 武藤 基代 

受付時間 午前７時３０分から午後６時３０分まで 

電話番号 096-285-9171 

FAX番号 096-285-9172 

※担当者不在の場合は、勤務職員が対応。 



 

 

附則 

令和 1年 7月 1日 制定 

令和 1年 8月 20日 改訂 



（保護者控用） 

利用契約書 
 

 

 

 

 CloveR House ～クローバーハウス～の利用開始にあたり、利用規程の内容

の説明を受け、これに同意し、承諾いたします。 

 以って、この書面にて、利用契約を締結いたします。 

 なお、利用契約の締結の内容を証するため、本書２通を作成し、保育・子育て

事業 to Smileと利用子どもの保護者双方が自署又は記名押印の上、各自１通

を保有することとします。 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

住所 

 

保護者                   ㊞ 

 

園児名 

 

 

 

備考欄 

 

 

 

CloveR House ～クローバーハウス～ 

 

所在地  熊本市北区室園町 5-11 

 

運営 保育・子育て事業 to Smile 

代表  武藤基代  ㊞ 



（事業所控用） 

利用契約書 
 

 

 

 

 CloveR House ～クローバーハウス～の利用開始にあたり、利用規程の内容

の説明を受け、これに同意し、承諾いたします。 

 以って、この書面にて、利用契約を締結いたします。 

 なお、利用契約の締結の内容を証するため、本書２通を作成し、保育・子育て

事業 to Smileと利用子どもの保護者双方が自署又は記名押印の上、各自１通

を保有することとします。 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

住所 

 

保護者                   ㊞ 

 

園児名 

 

 

 

備考欄 

 

 

 

CloveR House ～クローバーハウス～ 

 

所在地  熊本市北区室園町 5-11 

 

運営 保育・子育て事業 to Smile 

代表  武藤基代  ㊞ 



休園・退園届出書 
 

 

 

 

下記の理由により、CloveR House ～クローバーハウス～を 

（ 休園 ・ 退園 ）  いたしますので届出します。 

 

 

園児氏名 

 

休園・退園理由 

 

 

 

 

※休園の場合 

休園期間：令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

 

※退園の場合 

退園年月日：令和  年  月  日 

 

 

 

 

申請日  令和   年   月   日 

 

住所 

 

 

申請者（保護者）                 ㊞ 


