
 

0 

 

   

 

社会福祉法人 同和園 

幼保連携型認定こども園 どうわこども園 

令和５年度 入園のしおり 
 

   

   

   

 

     

 

 

 



 

1 

 

目次 

はじめに 

1. デイリープログラム 

2. 年間行事予定 

3. 持ち物 

4. お休みについて 

5. 延長保育について 

6. 土曜保育について 

7. 園と保護者の連絡について 

8. 給食について 

9. 集金について 

10. 送迎について 

11. 家庭状況について 

12. 健康・衛生管理について 

13. 病気・感染症について 

14. 防災・防犯について 

15. その他 

はじめに 

どうわこども園は幼保連携型認定こども園です。認定こども園とは、幼稚園と保育園の機能を併せ持つ施設で、

保護者の就労などで保育を必要とする子どもに対する保育と、3歳以上児に対する教育を一体的に提供します。 

 

【設置主体】社会福祉法人 同和園 

【住所】〒879-2111 大分市大字本神崎 871 

【電話】097－576－0111 

【ＦＡＸ】097－576－0065 

【ＵＲＬ】https://douwa-kodomoen.com/ 

【開園時間】月曜日から土曜日の 7時から 19時（園児の降園に伴い、終業時間が早まる場合もあります） 

 

【認定区分】 

 認定こども園の子どもたちは、年齢と、保育の必要性の有無に応じて、3つの認定区分に分かれています。 

⚫ １号認定…保育の必要性のない３・４・５歳児  利用時間 8:00～16:00、春夏の休暇あり 

⚫ ２号認定…保育の必要性のある３・４・５歳児  利用時間 7:00～18:00、長期休暇なし 

⚫ ３号認定…保育の必要性のある０・１・２歳児  2号認定と同じ 

※ 「保育の必要性がある」と認定されるためには、申込時に就労証明書等を市役所に提出する必要があります。 

※ 1号認定には、保護者の就労や病気といった要件がありません。ご両親のいずれかが専業主婦（夫）であっ 

ても、利用することができます。 

※ 1号認定と 2号認定は、上記の違いはありますが、普段の活動内容は全く同じです。 

※ こども園では、０・１・２歳児を「未満児」、３・４・５歳児を「以上児」と呼ぶこともあります。 

 

【定員】 ※ クラス年齢は、その年度の 4月 1日時点での満年齢を基準とします。 

 0歳 

もも組 

1歳 

うめ組 

2歳 

らん組 

3歳 

きく組 

4歳 

ふじ組 

5歳 

ゆり組 

合計 

1号認定    6 7 7 20 

2号認定    13 16 15 44 

3号認定 8 12 16    36 

合計 8 12 16 19 23 22 100 

※ 実際の受け入れ可能人数は、その時の職員配置状況等により、変動する場合があります。 

 

https://douwa-kodomoen.com/
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＜事業の目的＞ 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき、子どもたちへの教育と保

育、ならびに保護者に対する子育て支援を提供する。 

 

＜事業運営方針＞ 

子どもたちに最善の教育・保育を施すべく、環境の整備ならびに職員の専門性の向上を怠らない。また、在園

児の保護者ならびに地域の子育て家庭に対して必要な支援を提供できるよう、各種の保育サービスを積極的に実

施する。あわせて、職員の待遇にも十分留意し、働きやすい職場づくりに努める。 

 

＜教育・保育方針＞ 

すべてのいのちが等しく尊いものであるとの信念のもと、子どもたちひとりひとりに真摯に向き合った、細や

かで愛情豊かな保育を実践する。その中で、子どもたちの生きる力を総合的に育むため、特に心、身体、知性、

社会性の 4分野の育ちに留意しつつ教育活動を行う。 

 

＜教育・保育目標＞ 

1. いのちの尊さに目覚め、自他の心と身体を大切にする子ども 

2. 正しい生活習慣を身につけ、健やかにたくましく育つ子ども 

3. 思考や表現を楽しみ、学びに向かう力を持つ子ども 

4. つながりの中に生きていることを自覚し、豊かな人間関係を築くことの出来る子ども 

１．デイリープログラム～こども園での１日の流れ～ 

未満児（０～２歳児） 以上児（３～５歳の 2号認定児） １号認定児 

７：００  順次登園・自由遊び 

９：００  おやつ 

１０：００  クラス別活動 

１１：００  給食 

１２：００  お昼寝 

１５：００  おやつ 

１６：００  順次降園 

１８：００  延長保育開始 

 

７：００  順次登園・自由遊び 

９：００  朝のお集まり 

１０：００  クラス別活動 

１１：３０  給食 

１２：３０  お昼寝 

１５：００  おやつ 

１６：００  順次降園 

１８：００  延長保育開始 

８：００  順次登園 

９：００  朝のお集まり 

１０：００  クラス別活動 

１１：３０  給食 

１２：３０  お昼寝 

１５：００  おやつ 

１６：００  延長保育開始 

 

⚫ 8 時 50 分までに登園をお願いいたします。欠席やお迎え時間の連絡は、9 時までにキッズリー（「７．園と

保護者の連絡について」をご参照ください）を通じて行ってください。 

⚫ 状況によっては合同保育、たてわり保育を実施することもあります。 

⚫ 5歳児は、子どもたちの様子を見つつ、お昼寝のない生活スタイルへと段階的に移行します。 

２．令和５年度 年間行事予定 ※ 詳細は、クラスだより等でお知らせします（☆は保護者参加あり） 

4月 

5日 入園式☆ 

14日 花まつり 

5月 

19日 降誕会 

健診（内科・歯科） 

磯遊び 

6月 

虫歯予防デー 

どろんこ遊び（年長） 

7月 

七夕 夏まつり 

プール遊び 



 

3 

 

8月 

夏ならではの遊び 

 

9月 

8日 デイキャンプ（年長） 

10月 

28日 運動会☆ 

健診（内科・歯科） 

11月 

2日 JR遠足（年中） 

11日 保育参観☆ 

焼き芋パーティー 

給食試食会（希望者のみ）☆ 

12月 

成道会 

13日 報恩講 

もちつき大会 

1月 

お正月の遊び 

27日 お遊戯会（２・３・

４・５歳児）☆ 

2月 

節分 

涅槃会 

小学生との交流会（年長） 

3月 

ひなまつり 

新年度説明会（新入園児の

み）☆ 

お別れ遠足 

23日 卒園式（年長）☆ 

⚫ 身体計測…未満児：毎月／以上児：隔月（着脱しやすい服でお願いします） 

⚫ 避難訓練…毎月 

⚫ 誕生日会…該当者の誕生日に、各クラスでお祝いします 

３．持ち物 

表の見方：購入…入園時に園を通じて購入  支給…入園時に園から支給  置…普段は園に置いておく ※数

字が書かれているものについては、それだけの数量をご用意ください。もも組さんのカラー帽子（くまさん帽）

は、1年間のみの使用になりますので、園から貸し出しています。 

 もも 0 歳 うめ 1 歳 らん 2 歳 きく 3 歳 ふじ 4 歳 ゆり 5 歳 

入園時に園を通じて購入、または園から無償で支給されるもの 

通園リュック 購入 購入 購入 購入 購入 購入 

遊び着   購入・置 購入・置 購入・置 購入・置 

園服   購入 購入 購入 購入 

名札（紛失した場合は購入）   支給 支給 支給 支給 

体操服上下    購入 購入 購入 

紅白帽    購入 購入 購入 

カラー帽子 貸出 購入 購入 購入 購入 購入 

シール帳   支給 支給 支給 支給 

連 絡 帳（２冊目以降は購入） 支給 支給 支給    

連絡ホルダー 支給・置 支給・置 支給・置 支給・置 支給・置 支給・置 

黄色のバッグ 支給 支給 支給 支給・置 支給・置 支給・置 

ご家庭でご用意いただくもの 

おしぼりケース ポーチ型 ポーチ型 ポーチ型 筒型 筒型 筒型 

おしぼり ３ ３ ３ １ １ １ 

スタイ ３ ３ ３    

ヒモ付き手拭きタオル  １ ２ ２ ２ ２ 

給食セット（おはし・コップ・白飯・

おしぼり） 

  １ １ １ １ 

水筒（未満児は夏季とお弁当日のみ） 1 1 1 1 1 1 

着替え袋（下記の着替え服を必要枚 １ １ １ １・置 １・置 １・置 
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数入れてください） 

お着替え用の服（上下セット。以上

児はパンツも） 

３ ３ ２ ２ １ １ 

紙おむつ 置 置 置    

トレーニングパンツ  随時 随時    

お昼寝布団 １ １ １ １ １ １ 

上靴    １ １ １ 

置き靴（園庭用の運動靴）    １ １ １ 

 

   

【持ち物についての全般的なお願い】 

⚫ 全ての持ち物に必ず記名をして下さい。（使用している間にお名前が消えてしまう事がありますので、定期

的にチェックをして下さい） 

⚫ 入れ違えがないよう注意はしていますが、万が一他のお子様の持ち物を誤って持ち帰っていた場合には、そ

のままで結構ですので、次の日に園に持って来て下さい。 

【それぞれの持ち物についての説明】 

⚫ 遊び着は、女の子はピンク、男の子は水色のスモックです。遊ぶときに着用します。 

⚫ 園服は、登降園時や各種の行事で着用する、黄色い上着です。なお、夏季は使用しません。 

⚫ カラー帽子は、クラスごとに色分けされた運動帽です。カラー帽子も、登降園時に着用します。 

⚫ 連絡ホルダーは、クラスだよりや集金袋を挟むためのものです。持ち帰った時には必ず中身を確認してくだ

さい。また翌日には、忘れずにホルダーを持たせて下さい。 

⚫ 黄色のバッグは、絵本や製作物等を持ち帰るための、手提げ袋です。 

⚫ らん組さんの給食セットについては、年度の途中から使用します。 

⚫ らん組さんの水筒は、運動会練習の時期なども持参をお願いする場合があります。 

⚫ 着替え袋を持ち帰った翌日は衣服の補充を行い、忘れずに持たせて下さい。 

⚫ 紙おむつは各自で記名のうえ持参してください。登園時にはいてくるおむつにも、記名をお願いいたします

（トイレで着脱する際、他のお子様のものと混同することを避けるため）。 

⚫ 布団と遊び着、および上靴は毎週末に持ち帰り、週明けに持って来てください。また、置き靴は月に１度（第

４金曜）持ち帰り、洗って週明けに持参してください。 

⚫ 布団を持ち帰った時には、必ずシーツなどの洗濯をしてから持たせるようにして下さい。また、布団袋は各

自で保管してください。 

【持ち物に関する注意事項・その他】 

⚫ 着替えを忘れたり、足りなくなったりした時は園の衣服（「こ」と書かれている服）を貸し出します。借りた

際は、洗濯をして３日以内には返却するようにして下さい。その際には、必ず職員に声をかけるようにして

下さい。 

⚫ 身体にあった衣服や靴を着用して下さい。固め素材のズボン、ボタンの多い服、ヒモが長く出るもの、ブー

持ち物の例。左から給食セット、水

筒、上靴 
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ツ等は活動を妨げたり、遊びの中で危険を伴うことがありますので、園での着用は控えて下さい。 

⚫ スパンコールなどの装飾が施された服は、装飾部分が取れることがありますので、ご注意ください。（赤ちゃ

んが誤飲する恐れがあります） 

⚫ 体育活動や野外活動の予定されている日は、スカート、ワンピース等ではなく、ズボンを着用するようにし

てください。 

⚫ 園に不要なものは持って来ないで下さい（子ども同士の物のやり取りは禁止です）。また、通園用リュックに

つけるキーホルダーは１人１つまでとします。 

⚫ 弁当箱・水筒のゴムパッキンの衛生管理をお願いします。 

 

４．お休みについて 

〔１号認定〕 

⚫ 土・日・祝日 

⚫ 年末年始（12月 29日から 1月 3日まで） 

⚫ 春休み（卒園式の翌日より 4月入園式前日まで） 

⚫ 夏休み（8月 1日から 8月 15日まで） 

〔２・３号認定〕 

⚫ 日曜、祝日 

⚫ 年末年始（12月 29日から 1月 3日まで） 

※ 自然災害等の非常時には、大分市の基準に従い臨時休園などの措置を講じる場合があります。 

 

５．延長保育について 

⚫ 延長保育を希望される方は前もってお知らせ下さい。急に遅くなる場合には電話でも受け付けます。（必ず

17時までにご連絡下さい） 

 

【２号・３号認定】18 時から 19 時までの延長保育を行っています。30 分ごとに 300 円の利用料がかかります。 

18時 00分から 18時 30分まで 300円 

18時 31分から 19時 00分まで さらに 300円 

 

【１号認定】平日 16時から 19時までの預かり保育（幼稚園型Ⅰ）を行っています。 

16：00～18：00 500円 

18：00～（最大 19時まで） 30分ごとに 300円 

 

⚫ 保護者の急なお仕事等により、土曜保育の必要な 1号さんは別途料金にてお預かりいたします。必ず事前の

お申し込みが必要です。 

8：00～12：00 800円（給食費 300円を含む） 

8：00～16：00 1,100円（給食費 300円を含む） 

⚫ 1 号さんの預かり保育については、大分市から「施設等利用給付認定」を受けることにより、利用料の一部

払い戻しを受けることができます。 
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⚫ 土曜日は延長保育を実施しておりませんので、かならず 16時までのお迎えをお願いします。 

⚫ 延長保育代・土曜保育代(１号認定)は月末〆で翌月の月初めに徴収します。（１週間以内に納めるようにし

て下さい。）滞納される方につきましては、翌月の延長保育をお断りさせていただく場合があります。 

 

６．土曜保育について 

※ 2，3号さんが対象です。1号さんを対象とする土曜預かり保育については前項をご覧ください。 

⚫ 土曜日は基本的にお仕事の方が対象です。(就労証明書に基づく) 

⚫ 土曜保育希望用紙は前月中に配布しますので、必ず記入して提出して下さい。 

⚫ 以上児さんは、給食費として土曜保育代（１回 300円）が必要です。 

 

［土曜日の持ち物について］※ 園服は不要です。また、夏季は水筒が必要です。 

きく・ふじ・ゆり組（3歳以上児） もも・うめ・らん組（未満児） 

カバン、帽子、布団、着替え袋、給食セット（おはし、

コップ、おしぼり）、水筒 

※ 主食（白米）は不要です。 

カバン、帽子、布団、着替え袋、黄色のバッグ 

※ 連絡帳はお休みとなりますので、連絡は口頭でお

願いいたします。 

 

７．園と保護者の連絡について 

（1） どうわこども園の職員は、送迎時の保護者とのコミュニケーションを大切にしています。その日の体調

や家での様子について、留意点があれば登園時にお知らせください。また、帰りにはその日のこども園での

様子をお伝えするようにしていますが、ご質問や気になることがありましたら遠慮なくご相談ください。 

（2） どうわこども園では、保護者との連絡ツールとしてユニファ株式会社の無料アプリ「キッズリー」を使

用しています。新たに入園される方は、説明書をお配りしますので、ご自身でインストールをお願いいたし

ます。 

キッズリーの主な使い方は、以下のとおりです。 

園から保護者へ 保護者から園へ 

⚫ クラス活動や行事の写真を配信する。 

⚫ 園全体、またはクラス全体を対象とした

文書を配信する。 

⚫ 必要に応じて保護者に個別連絡を送る。 

⚫ その日の出欠とお迎え予定時間を

提出する。 

⚫ 園から配信された写真や文書を閲

覧する。 

（3） ０．１．２歳児クラスでは、キッズリーと並行して紙媒体の連絡帳も使用しています。園と家庭の細や

かな連携のために必要なものですので、毎日ご記入いただきますようお願いいたします。 

（4） お迎え時には、各クラス前の掲示板を必ずご確認ください。 

（5） お迎え時間の変更や、その他の急なご連絡には電話をご使用ください。なお、特段の事情がないかぎり、

保育中は担任への取次はできません。電話応対した職員にご用件をお伝え下さい。 

 

８．給食について 

（1） お子様に食物アレルギーがある場合はお申し出ください。（除去食を希望される場合は、年度ごとに必

ずアレルギー検査報告書を提出して下さい） 
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（2） 玄関にあるサンプルボックスにて当日の給食の写真を展示しています。 

（3） 献立表は大分市保健所の指導の下、当園の調理員（全員栄養士資格を持っています）が作成しています。

地元の旬の食材を用いて美味しく楽しい給食を提供しています。 

（4） 月に１回程度、お弁当日があります（ただし、夏季は食中毒のリスクが高まるため、お弁当日はありま

せん）。クラスだよりや献立表で確認して下さい。お弁当日には、おかず入り弁当・水筒・おしぼり・箸また

はスプーンが必要です。 

 

９．集金について 

（1） 3号さんの保育料は、毎月 25、26、27日の 3日間に限定して園で徴収します。ただし、休日の関係で前

後する事があります。（期限を過ぎると延滞金が発生します）1，2号さんの保育料は原則として無償です。 

（2） 1，2号さんについては、毎月給食費として 4,500円が必要となります。(ただし、1号さんは 8月は 2,500

円、3月は 4,000円です) 

（3） かばんに集金袋が入っている場合には、受け入れ時にひとことお知らせ下さい。また、きょうだいで入

園している方については、下のお子様に持たせるようにして下さい。 

（4） 金融機関の都合上、15時以降や土曜日には持って来ないで下さい。 

（5） おつりのないようにして下さい。万が一おつり等が間違っていた場合には、その日のうちに連絡をして

下さい。 

（6） 保育料、給食費以外の集金については、重要事項説明書「８．保護者負担について」をご覧ください。 

 

１０．送迎について 

（１） 参道（こども園の前の細い道）では 20km/h以下の徐行運転をお願いいたします。 

（２） ゲート前には駐車できません。必ず駐車場をご利用ください。 

（３） 駐車場内の事件・事故について園は責任を負いません。お子様の飛び出し等に十分お気を付けください。 

（４） チャイルドシートの着用等に関する法令を遵守してください。 

（５） 保護者以外の方が送迎される場合には、必ずご連絡ください。（事件・事故防止の為、連絡がない場合に

はお渡し出来ません）また、中学生以下の方の送迎はご遠慮下さい。 

 

１１．家庭状況について 

（1） 家庭の状況に変化があった場合はすぐにお知らせ下さい。 

（2） お仕事を辞められた時には必ずお知らせ下さい。 

（3） 転職された場合、就労証明書が必要となりますのでお知らせ下さい。 

（4） 退園される場合は、前月の末日までに園または市役所子ども入園課（☏097-537-5794）に連絡していた

だき、退園届の提出が必要となります。 

１２．健康・衛生管理について 

（1） 規則正しい生活をこころがけ、十分な睡眠を取りましょう。また、朝食は必ず食べてから登園させて下

さい。 

（2） 入浴・洗髪をする、爪をきちんと切るなどして、いつも清潔にしましょう。また、髪の長い（肩につく
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長さ）お子様については、登園前に結んであげてください。 

（3） 前日に発熱・嘔吐・下痢などの症状があった場合、体調不良で早退した場合は、翌日は様子を見てなる

べくお休みさせてあげて下さい。また、受診結果をこども園にもお知らせください。 

（4） 園で発熱をした場合、38.0℃でお迎えをお願いします。但し、その他の場合でも、お迎えをお願いする

ことがあります。（嘔吐・下痢・咳・その他感染症と思われる症状がみられる場合等） 

（5） 感染症にかかった場合は、出来るだけ早くお知らせ下さい。 

（6） 病後の登園の際には、登園届・意見書が必要になる場合があります（別表で確認してください） 

（7） ワクチンの定期接種や自治体の実施する健診は必ず受けて下さい。 

（8） 医療行為に相当するため、園での投薬は出来ません。 

（9） 症状に応じて専門の科で診察してもらうようにして下さい（例…結膜炎⇒眼科 中耳炎⇒耳鼻科など） 

（10） 嘱託医による健康診断・歯科検診が年２回あります。（重要事項説明書を参照） 

（11） 登園前には検温・視診などの健康チェックを行って下さい。 

１３．病気・感染症について 

（1） 園内で感染症等が発生した場合、玄関掲示板、各クラス掲示板にてお知らせします。 

（2） 病院受診後の登園は控えて下さい。また、予防接種を受けた日の登園は出来ません。 

（3） 同じ感染症でも症状や完治期間は人によって異なります。出席停止期間は最低限の目安と考え、お子様

の実情に合わせた対応をお願いします。 

（4） 園での投薬はできません。投薬が必要な場合は主治医とご相談のうえ、内服薬の分量の調節や、時間を

ずらして服用させるなどの対応を行うようにして下さい。 

（5） 目薬や塗り薬については、依頼書をご提出いただければ園でも対応可能です。 

（6） 中耳炎を切開した場合には、１日家庭で安静にしてください。 

（7） 入院していた場合、退院した翌日は１日自宅にて療養するようにして下さい。 

 

【参考】病児保育について：子どもの体調が悪い…でも仕事は休めない…そんな時に 

施設名 電話 所在地 実施事業所 

キッズケアルーム ５６７-１２３０ 大分市大字片島８３－７ 大分こども病院 

病児保育センターひ ま わ り ５２２-３１８７ 大分市西鶴崎３丁目６－６ 大分岡病院 

病児保育ままのて ５２４－３５３３ 大分市大在浜 1丁目 8-28 谷村胃腸科・

小児科 

こどもデイケアルーム ５４３-５６００ 大分市椎迫３組 西の台医院 

病児保育センターつくしんぼ ５９７-００５０ 大分市大字中戸次５９５０番地 天心堂へつぎ病院 

【利用方法】 

⚫ こども園にある申請書の保護者記入欄に必要事項を記入し、受診する医療機関で担当医に診断結果を書いて

もらい利用施設に提出して下さい。 

⚫ 利用者が多い場合は受け入れ困難な場合があります。事前連絡の上、利用するようにして下さい。 

【利用時間】 

⚫ 各施設のホームページなどでご確認ください。「ままのて」の場合、8時 30分から 17時 30分までです。 

【保護者負担金】 
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⚫ １人１日 2,000円（給食費込み） 

 

１４．防災・防犯について 

【防災】 

（1） 災害時の避難場所は神崎小中学校東校舎（旧こうざき小学校、☏097-

576-0004）の校庭です。避難の際は、もも組とうめ組は大型ベビーカーを

使用し、その他のクラスの園児は徒歩で移動します。通常の状況なら 10分

以内に全員の避難が完了します。 

（2） 災害発生時には、避難先からスマートフォン等を用いてキッズリーや

電話で保護者に連絡します（名簿を携行しています）。ただし、その時の通

信回線の状況等によっては連絡ができないことがあります。 

（3） 避難先に保護者がお迎えに来た際は、その場で引き渡しを行います。

ただし、津波警報が発令中であるなど、その時点で帰宅することが危険と

考えられる場合においては、お子様をお渡しできない場合があります（こうざき小学校は近隣地域よりも海

抜が高いため、津波発生時には比較的安全であると考えられます）。 

（4） 大型台風の接近など、事前に災害発生のリスクが予見できる場合は臨時休園を行うことがあります。そ

の場合は、当日の朝 6時までにキッズリー等で全世帯に連絡します。 

【防犯】 

（1） どうわこども園は綜合警備保障株式会社（ALSOK）と契約し、機械警備を行っています。 

（2） 防犯のため、送迎者の集中する時間帯以外はゲートを閉じ、玄関も施錠しています。御用の方はインタ

ーホンで職員に用件をお伝えください。その際、お子様のクラスとお名前を必ず言うようにしてください。 

 

１５．その他 

⚫ お子様が無理なく園生活になじめるよう、慣らし保育の期間を設けています。初日は 1時間から始まり、徐々

に預かり時間を伸ばしていきます。個人差はありますが、慣らし保育はおおむね 2 週間程度で完了します。 

⚫ 園でお子様がケガをした際には、状況に応じて保護者へ連絡します。また、場合によっては職員が帯同して

病院受診をします。 

⚫ 行事の写真や動画を SNS等に掲載することは、他のお子様や保護者のプライバシーを侵害する恐れがありま

すので、原則としてご遠慮ください。 

 

かかりやすい病気・感染症 

病名 

意見書・

登園届

の有無 

園の出停期間 

新型コロナウイルス感染症 行政の発表する最新情報をご確認ください。 

麻疹（はしか） 意 解熱してから３日経過するまで 
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流行性耳下腺炎（おたふく風

邪） 
意 

耳下腺・顎下線・舌下線の腫脹が発現した後５日を経過し、かつ

全身状態が良好になるまで 

風疹 意 発疹が消失して１日を経過するまで 

水痘（水ぼうそう） 意 発疹の赤みが消え痂皮（かさぶた）になるまで 

プール熱・流行性角結膜炎（ア

デノウイルス） 
意 

発熱・咽頭炎・結膜炎などの症状が消え２日経過するまで 

＊ただし状態によっては登園できない場合があります 

突発性発疹 登 熱が下がり全身状態がよく、ある程度発疹が消失するまで 

インフルエンザ 意 
発症した後５日を経過し、かつ解熱した後３日経過するまで 

（咳がひどい場合は保育をお断りすることもあります） 

百日咳 意 
特有の咳が消失するまで 

又は５日間の抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 

手足口病 登 

解熱後１日以上経過し、症状が落ち着くまで 

口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく普段の食事がとれるまで 

＊症状がひどい場合は登園出来ない場合があります 

伝染性膿痂疹（とびひ）  
患部をきちんと覆う等の処置をすれば登園可 

＊状態がひどい場合には登園出来ない場合があります 

伝染性軟属腫（水いぼ）  
登園は出来ます 

＊症状がひどい場合、夏季はプールに入れないこともあります 

口内炎  症状がひどい場合はお預かり出来ない場合があります 

感染性胃腸炎（嘔吐下痢）  
嘔吐・下痢から回復し全身状態が良好となるまで 

【嘔吐】症状が治まり１日経過後 【下痢】普通便に戻るまで 

へルパンギーナ 登 
解熱し１日経過後健康状態が安定するまで 普段の食事がとれる

まで 

溶連菌感染症 登 
適切な抗菌薬内服後 24 時間を経て解熱し全身状態が良好となるまで  

＊ 解 熱 後 最 低 ２ 日 は 登 園 不 可 と す る 。 

ヘルペス  症状がひどい場合はお預かり出来ない場合があります 

頭しらみ  駆除が完了するまで 

伝染性眼疾（結膜炎）（はやり

目） 
意 医療機関において感染のおそれがないと認めるまで 

伝染性紅斑（りんご病） 登 解熱後１日経過し、全身状態が良好になるまで 

気管支炎・喘息  症状によってはお預かり出来ない事もあります 

腸管出血性大腸菌感染症（０‐１５７） 意 医師が感染の恐れがないと認めるまで 

RSウイルス 登 呼吸器の症状がなくなり、全身状態が良好になるまで 
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―どうわこども園の沿革― 

大正 14年 同和幼稚園として誕生 

昭和 25年 同和保育園が認可される 

平成 27年 幼保連携型認定こども園へ移行 

平成 31年 歴代卒園児が 2,500名に 

令和 元年 現在の園舎が完成 

 

～2025年、どうわこども園は創立 100周年を迎えます～ 

 

 

 

 

社会福祉法人同和園 どうわこども園      

〒879-2111 大分県大分市大字本神崎８７１      

☏ 097-576-0021      

FAX 097-576-0065      

URL https://douwa-kodomoen.com/      

https://douwa-kodomoen.com/

