
1 

子育て子育ち支援センター 

 

■月極め定期コース

 四季折々の自然体験や、お友だちと過ごす集団生活

が子どもの育ちを応援します。曜日固定で予約の手間

がなく安心して利用できます。 

 ぽっぽ、さんぽでそれぞれコース内容が異なりま

す。それぞれの募集要項をごらんください。 

 毎年 1月下旬から 2月中旬に募集し、3月第一週頃

の決定となります。 

2021 年 9月一部改訂利用案内書 

横浜市乳幼児一時預かり事業

一時保育 ぽっぽ・さんぽ 
リフレッシュ、家事、介護、通院、就職活動など、どんな理由でも利用できます。

登録制  登録・見学は電話で申し込んでください 

■一時預かり (1日定員 15名)

利用時間 月～金曜 9:00～17:00(祝日/年末年始除く) 

料金 300円/1時間(1時間単位 正時から正時) 

※1ヶ月に 15日(120時間)まで

給食:さんぽ 550円 ぽっぽ無し

おやつ:150円(アレルギーの方は持参)

連絡帳:200円 ゴミ処理費:1回 100円

料金は当日受付にて前払い。つり銭の無いようお願いします。 

対    象：生後 57日～未就学児（市内居住者） 
予約方法 :電話で予約してください 

 ぽっぽ  TEL 045-914-6272 
 さんぽ  TEL 045-532-9960 
 利用日 7日前の正午～当日まで 
 (7日前が休日の場合は翌稼働日の正午から) 

 登録時優先予約制度あり 

 (1回分のみ電話予約開始前に予約できます) 

  緊急の場合はご相談下さい 

時間外料金: 利用時間に遅れた場合 300円／10分 

●子育て子育ち支援センター ぽっぽ
〒224-0003   都筑区中川中央 1－39－11 

ライフ＆シニアハウス港北 1階北側
TEL ０４５－９１４－６２７２ （平日 9時～17時） 
FAX ０４５－４７９－２２２０ 

運営団体   特定非営利活動法人 のはらネットワーク 

ホームページ http:// nohara-net.com/ Ｅメール info＠nohara-net.com(ぽっぽ・さんぽ共通) 

二か所どちらの保育室も利用できます 

●子育て子育ち支援センター 一時保育さんぽ

〒224-0007 都筑区荏田南５－８－１３  1階 

TEL  ０４５-５３２-９９６０（平日 9時～17時） 

FAX ０４５-５３２-９９６７

http://www.maplecoco.com/
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●デイリープログラム（季節により午後散歩の時間は変わります）

●持物

●持ち物

① 連絡帳

② 着替え（2組、危険防止のためフードやひものついたものはなるべく避けてください）

③ 予備の靴

④ コップ（記名は側面にお願いします）

⑤ 汚れ物入れ用ポリ袋

⑥ おむつ

⑦ お尻拭き

⑧ 昼食のセット…弁当、スプーン・フォーク、エプロン を巾着型などの袋にまとめる

給食(さんぽのみ)の場合も上記下線部分をご用意ください。 

⑨ お昼寝セット（おむつ 2枚、バスタオル 2枚、着替え一組を一つの袋に入れたもの）←さんぽは不要

⑩ 夏期のみ「水遊びセット」…水遊び用おむつ 2枚または布パンツ・フェイスタオルをひとまとめに袋に入れる

⑪ 夏期のみ「長袖・長ズボン」…虫よけと肌を守るため

※全ての物に記名(フルネーム)してください。（着てきた下着、靴下、髪どめなども）わかりやすく大きめにお願いします

※忘れ物は 1か月後に処分します。

※サンダルは危険ですので、必ず運動靴をはいてきてください。

※紛失・破損して困るもの、記名できない物は持ってこないでください。

●ミルク・お弁当（離乳食）・おやつについてのお願い

母乳を飲ませている方へ 

普段、母乳を飲んでいるお子さんを預ける時は、必ず事前に哺乳瓶でミルクを飲めるよう練習してきてください。母乳

やミルクは栄養だけでなく水分補給ともなります。たとえ数時間であっても、小さな体の赤ちゃんが水分も取れずお腹

も空かせるのは良い環境ではありません。母乳以外は何も受け付けないというお子さんは、おおむね 3 時間以内でし

たら水分だけでも取れるように哺乳瓶やスプーンで白湯を飲ませますが、それ以上の時間については対応をご相談く

ださい。大切なお子さんの生命を守るためですので何卒ご協力をお願いいたします。 

お弁当（離乳食）をお持ちいただく方へ 

① お子さんの食べられるものを、食べやすく、食べられる量で。「食べられた！」という達成感が大事です。

② ミニトマトなど、丸くてツルンとしたものは噛まずに飲み込み窒息してしまうおそれがあります。家庭では大丈夫で

もお友だちと一緒で嬉しいと思わぬことが起こりがちです。お弁当には丸ごと入れず小さく切って入れてください。

③ 0歳からの小さなお子さんも来ていますので、ピックは使わないようご協力お願いします。

④ お弁当にミニゼリーなどのデザートや果物は基本的には入れないでください。（離乳食等の果物はご相談ください）

９：００～９：３０  登園、自由遊び 

９：３０～９：４５  片付け、トイレ、歌、手遊び、水分補給（麦茶か湯ざまし） 

９：４５～１２：００   近隣の公園・緑道などで外遊び（夏は水遊び）、着替え 

１２：００～１２：３０  昼食（持参の弁当、さんぽは仕出し給食あり） 

１２：３０～１４：３０  絵本タイム お昼寝 

１４：３０～１５：００  起床、トイレ、水分補給 、おやつ(さんぽ)

１５：００すぎ    おやつ(ぽっぽ) 

１５：３０  午後の散歩など 

１７：００  閉園 

※さんぽでは、保育開始時間と終了時間

(予約時間)に制限があります。 

保育開始 9,13,15,16時 

保育終了 13,15,16,17時 

(外遊び・昼食・お昼寝中の出入りを避けるため

です。ご協力ください。) 
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●注意事項

① キャンセル料

前日正午以降のキャンセル（時間短縮も含む）は予約分の保育料(給食・おやつ代含)をいただきます

② お子さんの体調

当日体調の悪いお子様はお預かりできません（37.5�度以上の熱、下痢・嘔吐、薬で一時的に解熱している

場合、発熱後解熱から�24�時間以内など）。与薬は行いません。

保育中に熱が�37.5�度以上になったらご連絡します。保育中は必ず連絡がつくようお願いします。

③ けが等

成長過程の自己表現の手段として噛み付き、引っかき等がおこること、また活動中の擦り傷、切り傷、打ち

身等は子ども自身の危険回避能力を育てていく上で必要であることをご理解ください。(爪は必ず短く切って

おいてください。)

④ 感染症

集団生活ですので感染症を完全に防止することはできません。発症があった場合受付に掲示します。

⑤ 送迎の方

お迎えが送ってきた方と異なる場合は、事前にお知らせください。当日その方に登録証をご提示いただく

か、または身分証明書（免許証、保険証など）の提示をお願いすることがあります。

⑥ 駐車場

ぽっぽには駐車場はございません。車で送迎される方は近隣の有料駐車場等をご利用ください。一時保育

さんぽの駐車場をご利用の方はマナーを守り短時間で譲り合ってご利用ください。
⑦ 災害・悪天候時等の対応

朝6時に①暴風警報、②大雪警報、③暴風雪警報、④特別警報（大雨・暴風・高潮・波浪・暴風雪・大雪）、⑤降灰
予報の5種類のいずれか１つでも発表継続中の場合は、休園となります。
天候以外でも災害等により職員が出勤できない場合は休園とさせていただきます。8 時 30 分以降各々の施設にお問
い合わせいただくか、ホームページの「お知らせ」ブログをご覧ください。随時最新情報を掲載します。(なお、休
園の場合のキャンセル料は発生しません。)

⑧ 開所時間の変更 職員の研修・地域行事への参加・会議・年末や年度末最終日など、保育時間が 

短くなる日があります。 

●利用児童に対する保険の種類・保険内容・保険金額

保険の種類 保険内容 保険金額 

賠償責任保険 保育活動中の事故 1事故 3億円 

傷害保険 保育中の傷害事故 死亡 200万円、入院 3,000円/1日、通院 2,000円/1日

※けがで緊急を要する場合、緊急連絡先に必ず連絡をします。連絡がつかない時は、こちらの判断で

医療機関の診療を受けることがあります。

● 提携する医療機関
けが、発熱等で緊急を要する場合、緊急連絡先に必ず連絡をします。連絡がつかない時は
こちらの判断で下記の医療機関の診療を受けることがあります。
・あすなろ整形外科クリニック             茅ヶ崎中央51－1ベルヴィル茅ヶ崎４階 TEL 045-949-1821
・センター南脳神経外科クリニック       茅ケ崎中央1－2センター南駅光ビル4階 TEL 045-941-6655
・昭和大学横浜市北部病院外来こどもセンター 茅ヶ崎中央35-1    TEL 045-949-7000
・小林クリニック すみれが丘38-31　TEL 045-592-0041
・センター北駅前クリニック 中川中央1-28-20CKビル2階　TEL 045-910-6222
・港北NTクリニック 北山田1-14-32-1F  TEL045-593-0505
・いしなべ歯科クリニック 中川中央1-35-16-205  TEL045-913-0706 
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●一時保育 さんぽ 駐車場の利用について 2020�年�10月改正

      

車道（路上待機厳禁）

・記名した駐車票をダッシュボード上に置いて誰の送迎かわかるようにしてください。

・通常の駐車は、さんぽ駐車場①～順に駐車して下さいますようお願いいたします。①に駐車の方はなるべく
前に詰めてお停めください。
・路上待機は近隣へご迷惑になりますのでお止めください。

・建物内通路は 午前 ９：００～１７：００ だけ通れます。この時間以外は防犯のため施錠しま
す。

建物内通路入口(手動ﾄﾞｱ) 

階段 

別の方の 

契約駐車

場

駐車 

不可

別の方の

契約駐車

①

②

駐
車
不
可 

●当保育施設の保育内容等に関する問い合わせ、苦情等の受付は下記の通りです。

一時保育ぽっぽ　施設長　村上すみ子　連絡先　電話　045-914-6272

一時保育さんぽ　施設長　吉野歌代子　連絡先　電話　045-532-9960

受付時間　平日　9時から17時まで

kumiko
取り消し線



                   ぽっぽ     2021年 8月改定 

 

・当園では、消防計画書を都筑消防署に届け出ています。 

・毎月１回の避難訓練を行っています。 

・災害時の対応は下表のとおりです。 

 災害状況 保育園の対応 家庭の対応 

 

登 

 

園 

 

前 

① 暴風警報 

② 大雪警報 

③ 暴風雪警報 

④ 特別警報（大雨・暴風・

高潮・波浪・暴風雪・大

雪） 

⑤ 降灰予報発令中 

朝 6 時の時点で①～➄のいずれか1つで

発表継続中の場合、休園とします。 

ホームページのお知らせブログでお知ら

せします。 

(https://www.nohara-net.com/) 

 

お休みとなります。 

① ～➄以外の災害時 職員が出勤不可能な場合は休園としま

す。ホームページのお知らせブログでお

知らせします。 

職員が出勤可能な場合は開園します。 

開園できる場合でも、保護

者の方の判断で登園を決

定してください。欠席の場

合は連絡をお願いします。 

大規模地震 

警戒警報発令中 

休園とします。 

判断に迷う規模の場合はホームページの

お知らせブログでお知らせします。 

警戒警報解除の翌日から開園します。 

家庭での待機をお願いし

ます。 

 

登 

 

園 

 

後 

① 暴風警報 

② 大雪警報 

③ 暴風雪警報 

④ 特別警報（大雨・暴風・

高潮・波浪・暴風雪・大

雪） 

⑤ 降灰予報が発令された

場合 

登園後に①～⑤のいずれか1つでも発令

された時点で休園となります。 

緊急連絡をしますので早急な引き取りを

お願いします。 

保護者の方が来られるまで園で待機し、

直接引渡しをします。 

 

 

当園までの引き取りをお

願いします。 

大規模地震 

警戒警報発令中 

① 園の建物が安全であると判断した場

合は園に待機しています。 

② 建物が危険であると判断した場合

は、牛久保小へ避難します。 

メールが通じる場合は状況を連絡しま

す。 

速やかにお迎えをお願い

します。 

② の場合は園に掲示し

ます。 

※いずれの場合もお迎えの方が来られるまでお預かりします。 

※大規模災害発生の場合、災害用伝言ダイヤルが立ち上がり次第利用します。「171」にダイヤルし、

ガイダンスに従って施設からの連絡を聞いて下さい。 

緊急時連絡先 

 一時保育ぽっぽ 都筑区中川中央 1-39-11 045-914-6272 

 牛久保小学校  都筑区牛久保 1-23-1   045-912-5700 

※災害は予測がつきません。緊急連絡先の変更がある場合には必ずお知らせ下さい。 

 

災害対策 



 

 

・当園では、消防計画書を都筑消防署に届け出ています。 

・毎月１回の避難訓練を行っています。 

・災害時の対応は下表のとおりです。 

 災害状況 保育園の対応 家庭の対応 

 

登 

 

園 

 

前 

①暴風警報 

②大雪警報 

③暴風雪警報 

④特別警報（大雨・暴風・

高潮・波浪・暴風雪・大雪） 

⑤降灰予報 発令中 

朝 6 時の時点で①～⑤のいずれか１つ

でも発表継続中の場合休園とします。 

ホームページのお知らせブログでお知

らせします。 

（https://www.nohara-net.com/） 

お休みとなります。 

①～⑤以外の災害時 職員の出勤不可能な場合は休園としま

す。ホームページのお知らせブログで

お知らせします。 

職員の出勤可能な場合は開園します。 

開園できる場合でも、保護

者の方の判断で登園を決定

してください。欠席の場合

は連絡をお願いします。 

大規模地震 

警戒警報発令中 

休園とします。 

判断に迷う規模の場合はホームページ

のお知らせブログでお知らせします。 

警戒警報解除の翌日から開園します。 

家庭での待機をお願いしま

す。 

 

登 

 

園 

 

後 

①暴風警報 

②大雪警報 

③暴風雪警報 

④特別警報（大雨・暴風・

高潮・波浪・暴風雪・大雪） 

⑤降灰予報  

が発令された場合 

登園後に①～⑤のいずれか 1 つでも発

令された時点で休園となります。 

緊急連絡をしますので早急な引き取り

をお願いします。 

保護者の方が来られるまで園で待機

し、直接引渡しをします。 

当園までの引き取りをお願

いします。 

大規模地震 

警戒警報発令中 

メールにて緊急連絡をします。 

保育園での安全が確保できないと判断

した場合、第一次避難場所（玄関前遊歩

道）に避難します。 

第一次避難所も危険になった場合、第

二次避難場所（荏田東第一小学校）へ避

難します。 

まず、当園までの引き取り

をお願いします。 

 

 

荏田東第一小学校までの引

き取りをお願いします。 

いずれの場合もお迎えの方が来られるまでお預かりします。 

 

緊急時連絡先 

NTTの災害伝言ダイヤルを利用します。年に 2 回、利用体験を実施します。 

 

一時保育さんぽ （都筑区荏田南 5-8-13） 045-532-9960 

荏田東第一小学校（都筑区荏田東 3-5-1） 045-941-7630 

災害は予測がつきません。緊急連絡先の変更がある場合には必ずお知らせください。また、ご実家な

どの連絡先もとても重要です。ご実家などの連絡先が変わった場合にも届け出を忘れないようにお願

いいたします。

災害対策 さんぽ 2021年 8月改定 

https://www.nohara-net.com/
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