
入園のご案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

〒861-3107 

熊本県上益城郡嘉島町大字上仲間上川原 896-1 

TEL：096-237-5501 FAX：096-237-5502 

 



企業および保育園の紹介 

マーブル保育園は企業主導型保育事業として平成 31 年 10 月 1 日開園 

 

会社名 … 株式会社マーブル 

管理者 … 熊本県熊本市南区江越 2 丁目 9 – 15 

TEL：096-379-4261 

代表取締役 川口征子 

 

保育園 … マーブル保育園 

運営者 … 熊本県上益城郡嘉島町大字上仲間上川原 896-1 

TEL：096-237-5501 

FAX：096-237-5502 

園長 鬼塚信臣 

 

企業主導型保育園とは 

・産後、育休後の働く母親たちの職場復帰の支援 

・働き方の多様化に対応し、安心して子ども達をあずける場所の提供 

・企業枠 50％ 地域枠 50%で企業の人手不足解消に役立つ 

・内閣府の依託した児童育成協会の認可を受け、熊本県中央広域本部上益城

地域振興局、および嘉島町の指導助言を尊守 

・熊本県中央広域本部上益城地域振興局より認可外保育施設指導監督基準を

満たす証明書受領 

 

 

 

 



マーブル保育園の保育理念、保育方針、保育目標 

 

保育理念 

◦心身の健全な育成をはかる 

◦子どもの多様性を尊重し生き抜く力を育てる 

◦保育園に関わる全ての人が共に育ちあう 

 

保育方針 

◦自然に触れ自然の中から生まれた文化を体験しながら感性を豊かにする 

◦家庭、職員、地域、企業との連携を深めよりよい保育環境をつくっていく 

◦茶道や華道を体験し、日本の古き良き文化を伝え、情緒の安定をはかる 

◦グローバル化：小学校英語教育の導入を考慮しつつ遊びの中に英語に触れ

る機会を設定する 

◦数遊び   ：数に親しみ数学の考え方を学ぶ 

◦ことば遊び ：言語遊戯ともいわれ遊びの中にピクチャーカードを利用し

たり紙芝居等を活用しながら言葉に興味を持たせる 

◦実績を持つ指導者による体操教室、リトミックを取り入れる 

 

 

 

保育目標 

・友達と仲良く遊び、心身のたくましい子ども 

・自分の思いを表現し、仲間と達成感を共有することができる子ども 

・挨拶のできる子ども（おはよう、こんにちは、ごめんなさい…など） 

 

保護者の皆様が安心して子ども達をあずけて頂けるよう保育に携わる全ての

職員が誠実に子どもと向き合い研修を深めながらより質の高い保育を実施し

ていきます。 



保育園の概要 

 

〇開園について  

・365 日開園（土、日、祝祭日、年末年始開園） 

 

〇保育時間 

・7:00 から 20:00 までの 13 時間開園 

 

※保護者の皆さんの就労証明が必要です。 

※長時間保育はお子様にとって、目には見えないところの負担がかかります

のでご協力ください。 

※土曜日曜の保育を希望される方は 2 週間前にお知らせください。 

※祝祭日、年末年始の保育を希望される方は 3 週間前にお知らせください。 

※おやつ代 100 円（18:00 までの園長保育の場合）が必要です。 

※おやつ代+軽食代 500 円（20:00 までの延長保育の場合）が必要です。 

 

〇一時預かり保育 

 ・8:30 から 16:30 まで（2 週間前に予約） 

本人、保護者様にご来園頂き、書類記入をお願いします。 

半日…1,550 円（おやつ代を含む） 

1 日…3,300 円（おやつ/食事代を含む） 

 

※当日、職員に現金にてお支払い頂き、領収書を必ずお受け取りください。 

 

企業主導型保育園開園にあたっては、多様な保護者皆様のニーズにこたえ、

安心して働いて頂く為の支援を致します。一時預かりは、お子様の精神的負

担、園側の保育の強化が必要となりますことをお知らせ致します。 

 

 



施設の概要 

 

設置の管理者の氏名、及び住所 

 

加入保険の種類、保険事故及び保険金額 

 

提携している医療機関の名称、所在地 

 

苦情受付担当職員 

種別 保育所 

施設名称 企業主導型保育 マーブル保育園 

所在地 〒861-3107 

熊本県上益城郡嘉島町大字上仲間上川原 896-1 

職員数 19 名 

対象児童 生後３ヵ月から小学校就学前まで 

利用定員 ４０名 

取り扱う保育事業 一時預かり保育 

設置者 株式会社マーブル 代表取締役 川口征子 

管理者 園長 鬼塚信臣 

住所 熊本県上益城郡嘉島町大字上仲間上川原 896-1 

傷害保険 死亡・後遺障害 1,000,000 円／人 

入院 1,500 円／人 

通院 1,000 円／人 

瀬口医院ささ小児科 
熊本県熊本市南区白藤 2 丁目 2－38 

TEL：096-357-9475 

瀬口医院はな小児科 
熊本県熊本市南区白藤 2 丁目 2－38 

TEL：096-327-9741 

園長 鬼塚信臣 TEL：096-237-5501 



園内の主な設備 

・乳児室  ×１ ・事務室     ×１ 

・保育室  ×２ ・子育て支援室  ×１ 

・ホール  ×１ ・会議室（２Ｆ） ×１ 

・調理室  ×１ 

 

床面積 １F 167.86 ㎡ ２F 65.75 ㎡ 

施行面積   284.69 ㎡          

   

 

 

給食について 

・楽しく時間をかけながら完食をめざし、健康増進に力を入れていきます。 

・旬の野菜、地元の食材を使用し、安心安全な給食を提供していきます。 

・誕生会メニューが月１回あります。 

・自園による完全給食です。 

※主食代…1,500 円 

副食代…4,500 円 計 6,000 円 を保育料とは別に徴収いたします。 

 

〇アレルギー対応について 

・食物アレルギーがある場合は事前に相談をお願いします。 

・安易な食事制限やみだりに除去食は提供できませんので、医師の指示書の

提出をお願いします。 

 

〇離乳食 

・ご家庭と相談しながら進めます。初めての食材はご家庭で食べさせて頂き

経過をご確認の上、お知らせください。焦らずお子様の状態を観察しなが

ら進めていきましょう。 

・ミルクについてはご家庭で使用の物をお知らせください。 

職員構成 

・園長    ×１ 

・副園長   ×１ 

・主任保育士 ×１ 

・保育士   ×５ 

・看護師   ×２ 

・保育補助員 ×４ 

・調理師   ×３ 

・地域連携員 ×１ 

・経理、労務 ×１ 

計 19名 



〇食育について 

・いもほり（さといも）体験で頂いたものを調理していただきます。 

・使用した食材をお子様たちにお見せして、形状、色、手で触れて頂く体験

をします。 

 

〇給食についての衛生上の留意事項 

・検便実施（毎月 1 回）冬場半年はノロウイルス追加検便 

・服装、手洗い、消毒、健康チェックを完全に励行する 

・食材の新鮮度、添加物のチェック 

・厨房内の消毒、調理器具、食器類の消毒 

・検食記録を行い、より質の良い給食に努める 

・いただきます、ごちそうさまでしたの感謝を言葉にする 

 

健康管理について 

〇健康診断 

・せぐち医院内 ささ小児科 

・せぐち医院内 小児科あいと にて 

定期健診 内科検診 年 2 回 (5 月/10 月) 

歯科検診 年 1 回 

 

※当日欠席されたお子様は、後日病院にて無料検診をされてください。 

看護師による診断結果の記録とご家庭への連絡を行います。 

 

〇身体測定 

・毎月 1 回体重測定、身長測定を実施し、記録及びご家庭への報告をさせて

いただきます。 

・看護師、担当の保育士、保育補助者による気付きの点については園医に相

談します。 

 



〇お薬について 

・原則的には投与、服用は園では致しかねますが、かかりつけの医療機関の

指示書がある場合は園備付けの薬預かり書に記入の上、直接担当職員にお

預けください。 

 

〇日々の健康管理 

・登園後に検温を行い、体調を記録します。 

 38℃以上の発熱の場合はお預かりできません。登園後発熱の場合は様子を

観察しながらお迎えをお願いします。 

・発熱以外でも、下痢、嘔吐、気分が優れない場合も看護師と相談の上、お

迎えのご連絡をさせていただきます。 

 

〇予防接種について 

・予防接種後の登園はお子様の負担が大きいと思われますので、自宅にて安

静にお過ごしください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



登園停止と感染症について 

 病名 主要症状 登園停止期間 

1 麻疹 

発熱、食欲不振、結膜やのどのカタル症

状。口腔内にケシ粒大の白斑がきで、

2~3 日後に全身に発疹がでる。 

主要症状が消えてから 3 日を経

過するまで 

2 
風疹 

(三日ばしか） 

38℃前後の熱と共に全身に発疹が出

る。耳の後ろのリンパ腺が腫れる。 

主要症状が消えるまで 

3 溶連菌感染症 
発熱、咽頭痛、細かい鮮やかな発疹が出

る。 

症状により、医師が感染の恐れ

がないと認めるまで 

4 
水痘 

(水ぼうそう） 

発熱、顔・手足・宗に赤い粟粒、頭髪の

中にも発疹、水疱となる。 

発疹すべてがかさぶたになるま

で 

5 
流行性耳下膜炎 

(おたふくかぜ) 
発熱、耳たぶの下が腫れる。 

耳下腺、顎下線または舌下線の

腫脹が始まった後 5 日を経過

し、かつ、全身状態が良好とな

るまで 

6 インフルエンザ 
発熱、くしゃみ、鼻づまり、せき、咽頭

のはれ、関節痛 

発症した後 5 日を経過し、か

つ、解熱後 3 日を経過するまで 

7 
伝染性濃痂疹 

(とびひ） 

全身至る所にエンドウ大の水疱が発生

し、破れてただれ、痂皮をつくる。 

全ての発疹がかさぶたになるま

で 

8 突発性発疹 
高熱の後、体全体にじんましんのよう

な発疹。 

症状により、医師が感染のおそ

れがないと認めるまで 

9 
伝染性紅斑 

(りんご病) 

両頬に少し盛り上がったじんましんの

ような発疹、発熱。 

症状により、医師が感染のおそ

れがないと認めるまで 

10 手足口病 
口内粘膜疹、手、掌、足底に米粒大の水

疱、軽い発熱。 

症状により、医師が感染のおそ

れがないと認めるまで 

11 
咽頭結膜炎 

(プール熱) 

38℃~40℃の発熱、のどの痛み、目や

に、結膜の充血。 

主要症状が消退後 2 日を経過す

るまで 

12 流行性角結膜炎 
目の異物感、充血、まぶたの腫れ、目や

に、瞳孔に点状の濁り 

症状により、医師が感染のおそ

れがないと認めるまで 

13 百日咳 コンコンという短く激しい咳が続く。 

特有の咳が消失するまで、また

は 5 日間の適正な抗菌薬治療終

了まで 

14 急性出血性結膜炎 
目の激しい痛み、結膜が赤くなる、異物

感、涙が出る。 

症状により、医師が感染のおそ

れがないと認めるまで 

15 ヘルパンギーナ 
38℃以上の高熱、咽頭痛、口腔内の水

疱。 

症状により、医師が感染のおそ

れがないと認めるまで 

16 
流行性嘔吐下痢症 

(ノロ・ロタ) 
嘔吐、下痢、発熱。 

症状により、医師が感染のおそ

れがないと認めるまで 

17 マイコプラズマ感染症 
発熱、頭痛、嘔吐、下痢、長くしつこい

咳 

症状により、医師が感染のおそ

れがないと認めるまで 

※お子様自身の負担も大きいですが、他のお子様の健康生活を守る為にもご

協力お願いします。 



当園の母体は調剤薬局であり、医療関係機関との関わりの中で感染症対策、

及び病気治療にあたっては専門性の高い保育を行うことが出来ます。 

新型コロナウイルス対策についても朝昼夕の検温と同時に咳、くしゃみ、寒

気、鼻水、のどの痛み、腹痛、下痢、だるさ、激しい呼吸、間接筋肉痛等に

ついて、園児、職員共に記録します。ＷＨＯのパンデミック宣言に注視しな

がらきめ細やかな対策を講じていきます。 

 

安全管理 

〇避難訓練 

・毎月１～２回、火災、地震、水害などを想定した訓練。 

・全職員の共通理解を深め、年 1 回御船消防署様来園による指導助言。 

 

〇安全指導 

・毎月 1 回、通行人のマナー／横断歩道の正しい渡り方 

・散歩時の散歩道の危険箇所を確認と交通安全協会の旗を活用。 

 

〇事故防止 

・日々の園舎内外の安全点検、全職員の安全安心への意識を高める。 

（備品、おもちゃ、出入り口、トイレなど） 

・万一に備えて傷害保険加入（園児、職員） 

 

〇登園降園の留意点 

・家庭での様子や体調などの情報交換にご協力をお願いします。 

・お迎え時にも担当者から 1 日のお子様の様子などをお伝えします。 

・チャイルドシートの装着を忘れないようにご注意ください。 

 

〇駐車場について 

・園舎の南側はすべて保護者様用の駐車場となっております。 

・玄関への横付けは、他の方にご迷惑となりますのでご遠慮ください。 



年間行事カレンダー 

 

 

 

4 月 
入園式 

お見知り遠足 

5 月 内科検診 

6 月 歯科検診 

7 月 
プール開き 

七夕の集い 

8 月 
夏祭り（嘉島町の花火見学） 

     （園庭でのヨーヨー釣り） 

9 月 施設訪問（悠々嘉島） 

10 月 内科検診 

11 月 

保育参観 

芋ほり 

柿狩り 

12 月 
クリスマス会 

餅つき大会（地域主催の餅つき参加） 

1 月 
たこあげ大会 

金柑とり 

2 月 節分 

3 月 
ひな祭り 

卒園式 


