
（仮称）北上野クローバー保育園

株式会社クローバーホールディングス
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オンライン説明会



運営状況
認可保育所

認証保育所

企業主導型保育所

５施設

１施設

８施設

⼩規模認可保育所

３施設
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【事業内容】

保育園の運営

【設立】

平成２５年３月

【従業員数】

315名（パート含む）



運営状況 運営施設⼀覧
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北上野クローバー保育園
案内図・外観
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北上野クローバー保育園1F図⾯
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北上野クローバー保育園2F図⾯
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北上野クローバー保育園3F図⾯
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入園のしおり
オンライン説明会用

認可保育所
（仮称）北上野クローバー保育園
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保育理念

好きなことをもっと好きになれるよう、自分らしさを大切にのびのびと生活する

心地よい環境の中で、子どもたちが自分の思いをしっかりと伝えられ、自分らしさを大切にできるよう
にし「自分が好き」「周りの人が好き」と感じられる人になってほしいと願っております。

保育方針

・四季を感じながら、色々な体験をしていきます。

（食育、園外保育、造形、表現あそび、伝承行事等を通して）

・好きなことがもっと好きに、楽しくなるように個性を大切にしていきます。

（主体的にあそびを楽しみ、満足感・達成感を味わう）

・いろいろな人と関わる中で、心の育ちを大切にします。

（同年齢、異年齢の友だち・家族、保育者・地域の人々との関わり）
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保育目標

⼼地よい環境の
中でのびのびと

過ごす
⼼の育ちに
寄り添う

⾃分の
『やりたい』
を⼤切にする

⾃分の思いを
しっかり伝える
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年間活動予定（案）

⽉ 活動内容
４⽉ ☆⼊園式
５⽉ ・⼦どもの⽇のお祝い
６⽉ ☆保育参観（クラス懇談会）
７⽉ ・たなばたの会 ・⽔あそび ☆個別⾯談
８⽉ ・お祭りごっこ
９⽉ ☆引き取り訓練 ☆運動会
１０⽉ ・遠⾜
１１⽉ ・ありがとうの⽇
１２⽉ ☆⽣活発表会 ・クリスマス会
１⽉ ・お正⽉遊び ☆保育参観（クラス懇談会）
２⽉ ・節分の会 ☆作品の広場 ☆個別⾯談
３⽉ ・ひな祭りの会 ・卒園式 ・修了式

●季節を感じながら、いろいろな
体験をしていきます。
●⾃然と触れ合うことを⼤切にして
いきます。
●⾃分に合う絵本に出会い、絵本を
通して⼦どもと⼤⼈が共に育ちます。

☆印・・保護者の⽅にご参加いただく
⾏事です。

・毎⽉、誕⽣会・発育測定
避難訓練・⾷育活動を⾏います。

・年２回、健康診断を⾏います。
・年２回、⻭科検診を⾏います。
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7：30

9：00

10：00

11：00

12：00

15：00

16：00

18：30

・順次登園
・検温

・あそび

・⼿洗い
・おやつ
・検温

⼾外あそび
室内あそび

・⼿洗い
うがい

・昼⾷

・午睡

・⽬覚め
・⼿洗い
・おやつ
・検温
・あそび

・室内あそび
・順次降園

・延長保育
・補食、夕食

・朝の視診、あいさつをします。

・友だちや保育者と⼀緒に好きなあそびをします。

・歌をうたったり、絵本をきいたり、⼿あそびを
したりします。
・⼾外や室内でのびのびとあそびます。

・年齢に応じてうがいをします。

・楽しい雰囲気の中で幼児⾷を⾷べます。

・絵本ややさしい⾳楽を聞き、⼼地よくお昼寝を
します。

・⼼地よい⾔葉かけや、やさしい⾳楽やで気持ち
良く⽬覚めます。

・友だちや保育者と⼀緒に好きなあそびをします。

・⼀⽇をふりかえり、明⽇を楽しみに降園します。

・くつろげる空間でゆったりと過ごす。

保育園の一日
（ 0〜２歳児 ）

1日の流れ
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保育園の一日
（３〜５歳児）

7：30

9：30
10：00

11：00

12：00

15：00

16：00

18：30

・順次登園
・あそび

・⼿洗い
・朝の会

⼾外あそび
室内あそび

・⼿洗い
うがい
・昼⾷
・⻭磨き

・午睡

・⽬覚め
・⼿洗い
・おやつ
・あそび

・お帰りの会
・あそび
・順次降園

・延長保育
・補食、夕食

・朝の視診、あいさつをします。
・友だちや保育者と⼀緒に好きなあそびをします。

・年齢に応じた取り組みを考えます。

・⼾外や室内でのびのびとあそびます。

・楽しい雰囲気の中で幼児⾷を⾷べます。

・絵本や、やさしい⾳楽をきき、⼼地よくお昼寝を
します。
・年齢や活動に応じて休息をとる。

・⼼地よい⾔葉かけや、やさしい⾳楽で気持ち良く
⽬覚めます。

・友だちや保育者と⼀緒に好きなあそびをします。

・⼀⽇をふりかえり、明⽇を楽しみに降園します。
・友だちや保育者と⼀緒に好きなあそびをします。

・くつろげる空間でゆったりと過ごす。

1日の流れ
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ご利用にあたって
【施設名】 台東区認可保育所 北上野クローバー保育園
【所在地】 東京都台東区北上野 ２−１８−８
【対象年齢】 ⽣後57⽇〜5歳児 【収容】定員90名
【開園⽇】 ⽉曜⽇〜⼟曜⽇
【利⽤時間】

【休園⽇】 ⽇曜⽇、祝⽇、年末年始（12/29．30．31．1/1．2．3）
【保育利⽤料】 保育料 台東区が定める保育料 ※台東区が徴収

⽉極延⻑料⾦ 0歳 ：7,500円/60分
1歳〜5歳：5,000円/60分

スポット延⻑料⾦ 500円/60分
希望者のみ 補⾷：200円/1⾷

⼣⾷：500円/1⾷

保育標準時間認定 保育短時間認定
利⽤時間 7時30分〜18時30分 9時00分〜17時00分
延⻑保育 18時31分〜19時30分 7時30分〜8時59分

17時01分〜19時30分
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ご利用にあたって

【保育内容】
・保育理念、保育⽅針をもち、お⼦様の成⻑を⾒守りながら保育をしていきます。
・⼦どもの発想や好奇⼼を⼤切にし、あそびを⼯夫します。
・季節を感じられるよう、⾊々な体験をします。
・楽しく⾷育をしていきます。

【職員配置】 ・園⻑1名・常勤保育⼠10名・⾮常勤保育⼠1名・看護師1名
・栄養⼠1名・調理員1名・嘱託医１名・嘱託⻭科医2名

【施設概要】 鉄筋コンクリート造５階建の1階〜3階

１階 ・保育室（0歳）41.24㎡・プール室・沐浴室・調乳室・調理室・検収室
・下処理室・事務室・トイレ２室

２階 ・保育室（1歳）41.09㎡・保育室（2歳）31.84㎡・保育室（3歳）41.06㎡
・トイレ3室

３階 ・保育室（4歳）41.06㎡・保育室（5歳）41.09㎡・プレールーム31.84㎡
・トイレ２室

園庭0㎡(代替遊戯場：⼊⾕南公園)
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ご利用にあたって

【⾷事】 ・⼦どもの発達状況に応じた⾷事を提供します。
⾃園で調理します。
・完全給⾷（幼児⾷）

0.1.2歳児:おやつ午前、午後 3.4.5歳児:おやつ午後
・アレルギー対応いたします。
⽣活管理指導表を提出してください。
＊献⽴表は、毎⽉配布いたします。

【退園】・満６歳の誕⽣⽇の年度の末⽇までで卒園になります。
・保育の必要な理由による⼊所期間が満了した場合

【防犯】・警報装置（警備会社）

【災害時の避難場所】 （⼀次避難場所：⼊⾕南公園）
（第⼆避難場所：駒形中学校）
（広域避難場所：上野公園⼀帯）

園から避難場所へ避難する場合には、その旨を保護者の⽅に緊急⼀⻫メール⼜は
園⽞関掲⽰等でお知らせします。

【相談・苦情】 ・受付担当 園⻑
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ご利用にあたって
【その他】
①⼊園前には、健康診断を受けていただきます。結果によっては、⼊園時期を
相談させていただくこともあります。
②送迎は、原則として保護者が⾏ってください。それ以外の⽅が来られる場合は、
必ず事前にお名前等をお知らせ下さい。
③病気、⽤事等で⽋席・早退・遅刻になる場合は、保育園に電話連絡をしていた
だきますようお願い致します。
④住所、連絡先、職場の変更がありましたら報告いただきますようお願い致しま
す。
⑤ご家庭と保育園とでお⼦様の⽇々の様⼦をしっかりと伝え合っていきたいと
思っております。お⼿数ではございますが、毎⽇、連絡帳に記⼊をお願い致
します。

※重要
当保育園には駐⾞場がございません。お⾞での送迎はご遠慮ください。やむを
得ない事情でお⾞での送迎をされる場合は近隣のコインパーキングをご利⽤いた
だき、路上駐⾞はしないようお願いします。
近隣に学校もございますので、⾶び出しや⻑時間の滞在は思わぬ事故や、近隣ト
ラブルにも繋がりますので、お気をつけください。
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持ち物について（０．１．2歳児）

【毎⽇持ってくるもの】
・連絡帳
・おたより袋
・洗濯物⼊れ（繰り返し使えるビニール製の⼱着袋等）
・⻭磨き⽤コップ、⻭ブラシ（毎⽇持ち帰り）
（年齢に応じて / 開始時期は担任よりお知らせいたします。）

【保育園に置いておくもの】
・着替え 上下２組
・オムツ 5〜１０枚くらい
・予備の着替え

【保育園で⽤意するもの】
・スプーン、フォーク、箸、おしぼり（使い捨て）、⾷事⽤コップ、
⾷事⽤エプロン、おしりふき、ペーパータオル、お昼寝布団
（布団、シーツはリース品。園でご⽤意いたします）
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持ち物について（３．４．５歳児）

【毎⽇持ってくるもの】
・連絡帳
・おたより袋
・洗濯物⼊れ（繰り返し使えるビニール製の⼱着袋等）
・⻭磨き⽤コップ、⻭ブラシ（毎⽇持ち帰り）

【保育園に置いておくもの】
・着替え 上下２組
・オムツ（必要に応じて）
・予備の着替え

【保育園が準備するもの】
・スプーン、フォーク、箸、おしぼり（使い捨て）、⾷事⽤コップ、
ペーパータオル、お昼寝布団
（布団、シーツはリース品。園でご⽤意いたします）
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持ち物について（全年齢）

○園に置いておく持ち物すべてに、わかりやすく名前を書いてください。
〇家庭から⾝に着けてこられた、すべての物に名前を書いてください。
○汚れた⾐服は、持ち帰りますので補充をお願いします。
○服装は、活動しやすく、汚れてもよいものを着⽤してください
○お昼寝布団のシーツは、週に⼀度洗い替えを付け替え、使⽤したシーツは
持ち帰り、洗濯をお願いいたします。
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病気について

◆発熱（おおむね３７．５℃以上）、ひどい下痢、ひどい嘔吐、その他体調が⼼
配な時は、連絡をさせていただきます。（個⼈⾯談にて平熱をお聞きし考慮しま
す）
※厚⽣労働省のガイドラインに則り、37.5℃以上の発熱があった場合24時間はご
家庭で経過観察をお願いしております。

◆感染症にかかった時は、登園停⽌になる場合があります。
厚⽣労働省の感染症対策ガイドラインに基づき、登園届の提出をお願いいたしま
す。

◆新型コロナウィルスの発⽣があった場合は、台東区、管轄保健所の指⽰に従い
対応してまいります。
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病気について

感染症名は、下記の通りです。（登園許可書が必要な感染症）
●医師が記⼊した意⾒書が必要な感染症（医師の意⾒書）

感染症名 登園のめやす

⿇疹（はしか） 解熱後３⽇を経過してから

インフルエンザ 発症した後５⽇を経過し、かつ解熱した後３⽇を経過してから

⾵疹 発疹が消失してから

⽔痘（⽔ぼうそう） すべての発疹が痂⽪化してから

流⾏性⽿下腺炎 腫脹（はれ）が発現してから５⽇を経過してから

結核 医師により感染の恐れがないと認められてから

咽頭結膜熱 主な症状が消え２⽇経過してから

流⾏性⾓結膜炎 感染⼒が⾮常に強いため、結膜炎の症状が消失してから

百⽇咳 特有の咳が消失し、⼜は抗菌性物質製剤治療を終了してから

腸管出⾎性⼤腸菌 抗菌薬治療終了後48時間後連続2回の検便で陰性確認されてから

急性出⾎性結膜炎 医師により感染の恐れがないと認められてから

髄膜炎菌性髄膜炎 医師により感染の恐れがないと認められてから



23

病気について

●医師の診断を受け、登園届が必要な感染症（保護者記⼊）
溶連菌感染症 抗菌薬内服後24〜48時間経過していること

マイコプラズマ 発熱や激しい咳が治まっていること

⼿⾜⼝病 発熱や⼝腔内の⽔泡が治まり、普段の⾷事が摂れること

伝染性紅斑 全⾝状態がよいこと

ウイルス性胃腸炎
ノロウイルス
ロタウイルス

嘔吐、下痢等の症状が治まり普段の⾷事が摂れること

ヘルパンギーナ 発熱や⼝腔内の⽔泡が治まり、普段の⾷事が摂れること

RSウイルス 呼吸器症状が消失し、全⾝状態がよいこと

帯状疱疹 すべての発疹が痂⽪化してから

突発性発疹 解熱し機嫌がよく全⾝状態がよいこと
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保育園での与薬について

原則として園での与薬はいたしません。かかりつけ医の医師と相談していただ
き、なるべく家庭での与薬をお願いいたします。（朝・晩の2回にしてもらう等）

【保育園での与薬を依頼される場合】
〇台東区の指⽰により、医師の意⾒書のご提出が必要です。
○薬の袋、容器に⽇付と名前が記⼊されているものをお預かりします。
○与薬依頼書に記⼊し持参してください。
〇今回の受診により処⽅された薬（病院の処⽅による薬）のみお預かりします。
〇依頼書と薬は、必ず直接保育⼠に⼿渡してください。
〇１回分ずつ持ってきてください。

ご理解ご協⼒をいただきますようお願いいたします。


