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Kids Room ひよこ（一時保育） 

Ver-2.2 

施設の所在地 〒780-0841 

  高知県高知市帯屋町 2 丁目 1-20 オパールビル 2 階 2B  

  電話 088-802-8497 

  Mail kr-hiyoko@outlook.jp 

事業開始日 2020 年 11 月 17 日 

設置者 株式会社 SDH 

管理者(施設⾧) 篠田 茜 

 

【提供するサービス】 

1) 開所時間 

◎日曜日～金曜日 18：00～6：00 

◎土曜・日曜日・祝日 6：00～翌日 6：00 

  ※平日の日中保育をご希望される方はご相談下さい。 

 

2) 予約について 

①ご利用の 1 時間前までの予約をお願いします。但し、当日の職員数や状況により、お受けできない事

もありますので、できるだけ前日までのご予約をお願いします。また、キャンセルや時間変更の際は

ご連絡をお願いいたします。 

②初めてのご利用の方は、初回のみ「入園申込書」をご記入頂きますので、少々お時間を頂きます。 

(お子様および保護者のパーソナルデータ・緊急連絡先・アレルギー有無等) 

③保護者様のご本人確認ができる物をご持参下さい。(免許書・保険証等) 

④お子様の状態等の確認のため、母子手帳をご持参下さい。 

  ⑤お子様にアレルギーのある場合は必ず事前にお伝え下さい。 

  ⑥予約後の無断キャンセルが続いた場合、保育をお断りする場合があります。 

 

3) 定員について 

12 名(保育年齢により、定員より少なくなる場合があります。) 

 

4) 保育内容・利用料金 

  ①保育料金 500 円～750 円/時間 

  ②営業時間外は 200 円/10 分となります。 

※前日までに平日日中保育をご予約の方は除きます。 

③利用料金はお子様の年齢等によって異なります。（下記参照） 
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④上記料金の他、食事・おむつ・ミルクを利用の際は、別途料金が発生します。この場合、各種割引は

適用外となります。(営業時間外料金も適用外となります。) 

  ⑤保育料はお迎え時にお願いします。(現金のみで、後払い等は不可です) 

  ⑥お泊り予定の場合は、寝やすい服装でお願いします。 

  ⑦着替えを 1 セット以上お持ち下さい。 

  ⑧必要であれば、哺乳瓶・ミルク・食事・おむつ等、ご用意下さい。 

  ⑨持ち物には、必ずお名前が分かるようにして下さい。 

 

＜基本料金＞ 

   ・0 歳～750 円 ・1 歳～650 円 ・2 歳～550 円 ・3 歳～500 円 

＜時間計算＞ 

      ・最初の 1 時間を除き、30 分単位で計算します。 

      ・当園時刻の 10 分前から 20 後迄を登園時間とします。 

 （例）該当時間 20:00 の場合 → 19:50～20:20 が登園時間となります。 

      ・降園時刻の 20 分前から 10 後迄を降園時間とします。 

 （例）該当時間 20:00 の場合 → 19:40～20:10 が降園時間となります。 

  ＜割引＞ 

・6 時間割引 15％引き ・9 時間割引 20％引き ・12 時間割引 25％引き 

・兄弟割引 年齢が一番上のお子様 1 名分を 20％引きとします。 

・紹介割引 基本料金 30％引き(初回の 1 回のみ利用可能です。時間割引と併用可能です。) 

※ただし平日日中保育の場合、上記割引は対象外となります。 

  ＜別途料金＞ 

   ・ご飯(離乳食あり)500 円 ・ミルク 150 円 ・おむつ 100 円 

・事前連絡なく、明朝 6 時を超過する場合、曜日に関係なく 10 分\200 の延⾧料金を頂きます。 

・営業時間外で、当園が指定した時刻を過ぎた場合は 1 時間\5,000 を頂きます。また、その様な状況

が続く場合は、警察・児童相談所等に相談し、今後のご利用をお断りする場合があります。 

・その他、発生すれば都度。 

・上記合計金額に 10％の消費税が発生します。 

  ＜その他＞ 

      ・時間外予約の当日キャンセルがあった場合、キャンセル料が発生する場合があります。 

・日をまたいだ保育の場合、朝 6 時の時点で連続時間はリセットされます。 

 

[ ご利用料金計算例 ]  

1 歳児(@650)×7 時間保育×6 時間割引(15%)×紹介割引(30%)+ご飯の場合 

   ((@650×7h×0.85)×0.7+500)×消費税 10%=\3,530(端数繰上) 
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5) 保育従業者等の配置 

◎当施設は通常、次のような保育従事者を配置しています。 

   ・有資格者 常勤 1 名・非常勤 2 名(常勤または非常勤のいずれか 1 名以上) 

   ・その他 常勤 1 名・非常勤 2 名(保育人数、または園児年齢に合わせて) 

6) 利用者に対しての保険の種類・保険事故・保険金額 

  ◎当施設では、以下の通り保険に加入しています。 

   損保ジャパン 施設所有管理者賠償責任保険 

◎提携する医療機関・所在地・提携内容 

   医療機関 なし 

 

7) 緊急時における対応方法 

  ◎天候不良、および感染症等の蔓延時は状況により休園とします。 

◎保護者との連絡方法 

   ・保育中、お子様に事故・病気があった場合やその他緊急時は、予め保護者が指定した緊急連絡先に

連絡します。 

   ・保護者と連絡が取れない場合は、速やかに医療機関等に連絡を取るなど必要な措置を講じます。 

  ◎緊急時による関係機関の連絡先 

   ・高知警察署(110 番) 088-822-0110 ・高知市消防局(119 番) 088-822-8151 

   ・中央児童相談所 088-821-6700 ・高知市子ども家庭支援センター 088-823-9489 

 

8) 非常災害対策 

  ◎保護者との連絡方法 

   ・保護者が指定した緊急連絡先、および NTT 災害伝言ダイヤル「117 番」等 

  ◎災害時における関係機関の連絡先 

   ・高知警察署(110 番) 088-822-0110 ・高知市消防局(119 番) 088-822-8151 

   ・高知市防災政策課 088-823-9055 ・高知市保育幼稚園課 088-823-4012 

◎災害時の避難場所、および避難方法等 

  ＜避難場所＞ 

   ・第一避難場所 丸ノ内緑地(丸ノ内 1 丁目 20) 

   ・第二避難場所 追手前高校(追手筋 2 丁目 2-10) ※大規模災害時のみ開設想定 

   ・第三避難場所 AP パーク高知 立体駐車場(帯屋町 2 丁目 5-11) ※津波避難ビル 

  ＜避難方法＞ 

   ・徒歩による避難(乳児はバギー等による避難) 

   ・別紙「避難経路図」参照 

  ＜避難訓練の実施等＞ 

   地震・津波・火災等を想定し、1 回/月実施しています。 
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9) 虐待防止の為の措置に関する事項 

  ◎当施設では、職員等によるお子様への虐待防止の為、下記の措置を講じています。 

   ・「虐待対応マニュアル」を作成しています。 

   ・虐待に関する研修を 1 回/年、「虐待対応マニュアル」を参考に実施しております。 

 

【施設の概要】 

  ＜構造＞ 鉄骨 4 階建 

  ＜面積＞ 延べ床面積 36.97 ㎡(12 坪) / 調理室 2.48 ㎡ / 保育室 34.49 ㎡ 

 

【その他】 

当施設は児童福祉法第 34 条の 15 第 2 項、若しくは第 35 条第 4 項の認可若しくは認定こども園法第 17

条第 1 項の認可を受けていない保育施設(認可外保育施設)として、同法第 59 条の 2 に基づき、都道府県へ

の設置届を義務付けられた施設です。 

※設置届出先 高知県教育委員会事務局 幼保支援課(電話番号 088-821-4910) 


