保育と医療の連携で見守る安心・安全の病児保育を新宿四谷から

わらべうた四谷病児室は、新宿区の病児のために、保育と医療の両面から支える新宿初の病児保育室
です。医師が常駐しない、病児専門の単独型の病児保育室として、医療のネットワークと情報共有し、
新しいスタイルの施設運営を行っています。
利用定員：1 日当たり 4 名（最大 6 名）
保育時間：月曜日～金曜日

基本保育 8：00～18：00
延長保育 7：30～8：00、18：00～18：30 延長保育は前日予約が必要です。

お休み
利用料金

：土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）
：お支払いは、お迎え時に現金でお支払い下さい。
内容

基本利用料金
延長利用料金

料金

保育時間

4 時間以上 3,500 円

8：00～18：00

4 時間未満 2,000 円

延長保育時間

30 分 600 円

7：30～8：00 /

18：00～18：30

昼食・おやつ代金

500 円（おやつのみ 150 円）

臨時オムツ代金
準備していただいたオムツが不足した場合は、当施設のオムツを使用いたします。1 枚 50 円です。
＜キャンセル料金＞
利用前日 16 時以降のキャンセルは、キャンセル料金が発生いたします。
キャンセル料金は、基本利用料金および延長利用料金と同額の料金となります。
お支払方法：キャンセルをした日から 3 日以内に振込または、直接ご持参下さい。
キャンセル料金振込先
三菱 UFJ 銀行 池袋東口支店
普通口座 0667349
HITOWA キッズライフ株式会社

基本利用料金は、生活保護世帯等、減免になる場合があります。下記の表にてご確認下さい。
階層 A

生活保護世帯、中国残留孤児児

階層 B

所得税・住民税非課税世帯

基本料全額免除（0 円）
基本利用料金半額

階層 C

所得税非課税、住民税課税世帯

4 時間以上 1800 円
4 時間未満 1000 円

※初回利用時までに、保育料決定・変更通知書のコピーをご提出下さい。
通知書が更新されましたら、新しいものをご提出下さい。
※昼食・おやつ代金、延長利用料金、キャンセル料、雑費は減免対象外です。
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ご利用条件
１、病中または病気の回復期にあり、医師より入院治療が必要ないと判断されているお子様のうち、次
の要件をすべて満たす方
・新宿区に居住
・1 歳以上～小学校就学前
・離乳食完了し、幼児食に移行済み
・MR ワクチン、BCG 接種済み
・以下の施設に入所しており、保護者の仕事等の事情により保育できない場合
・認可保育園

・子ども園

・認証保育園

・保育室

・家庭福祉員

・保育ルーム 等

２、登録をしている方
ご利用には、登録が必要です。
登録は、登録会で行うことができます。
登録会は、毎月 1 回土曜日に行います。登録会は予約制です。
日程については、ホームページでご案内しております。ご確認の上、お電話でご予約下さい。
＜登録時の持ち物＞
児童票、アレルギー問診票
※上記の票は、ホームページよりダウンロードし、記入してお持ち下さい
母子手帳、健康保険証、乳児医療証、
アレルギー疾患生活管理指導表のコピー（アレルギーのある方のみ）
こうのとりサービスをご利用希望の方
こうのとりシート（ホームページよりダウンロードできます）
※こうのとりサービスの詳細は、ホームページ（わらべうた四谷病児室のご紹介）をご覧下さい。
３、利用できない疾患
麻疹、肺結核、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
喘息発作中・呼吸器疾患で呼吸困難がある場合、

てんかん発作が 1 年以内にあった場合

４、ご利用の制限
キャンセルの連絡をいただけない方、キャンセル料のお支払のない方、お迎え時間を過ぎたことのあ
る方、利用料金のお支払のない方、緊急時に連絡がとれない方など当施設の約束をお守りいただけない
方は、ご利用できないことがあります。
ご利用の流れ
１、予約
１）準備書類（わらべうた四谷病児室ホームページよりダウンロード）
◎医療機関を受診し、医師に記入してもらう書類
・新宿区病児・病後児保育利用連絡票
※利用（見込み）期間を過ぎた利用連絡票は使用できません。
※利用（見込み）期間内であっても、保育園に登園した場合は、その利用連絡票は無効です。
※病名によっては、利用できない場合があります。
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◎保護者が記入する書類
・家庭連絡票
・持ち物チェックリスト
・与薬依頼書（わらべうた四谷病児室で与薬が必要な場合のみ）
２）予約方法
わらべうた四谷病児室に電話で予約をする。
利用希望前日の予約受付時間：10：00～18：00（ただし、土日祝除く）
利用希望当日の予約受付時間： 7：45～10：00
※月曜日の予約は、利用希望当日予約のみとなります。
※延長保育のお申込みは、利用希望前日の予約のみとなります。
２、入室
①入口
A と B の 2 か所の入口があります。ご利用当日の朝、インターフォンで、入口の変更をご案内する
ことがあります。感染防止のため、ご協力下さい。
②保育室
病気や年齢、利用人数によって、3 つの保育室から利用する保育室を決めています。
※隔離が必要な主な病気
水痘（みずぼうそう）
、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
、風疹、インフルエンザ、RS ウ
イルス感染症、マイコプラズマ感染症、百日咳、感染性胃腸炎（ウイルス性胃腸炎）
、
咽頭結膜熱を代表とするアデノウイルス感染症（流行性角結膜炎は利用できません）
溶連菌感染症（抗菌剤を飲み始めて 24 時間経過したら隔離不要）
その他、新宿区の基準で登園許可証が必要な病気
３、回診
安全にお子様をお預かりするために、朝の回診は必須となります。そのため、入室は、10：00 まで
にお願いいたします。
回診および指導医療機関：

慶應義塾大学病院 小児科

４、昼食およびおやつ
昼食・おやつは、卵と乳除去食を提供しております。卵・乳アレルギー以外の方は、お弁当とおやつ
を持参して下さい。
尚、アレルギーのある方は、アレルギーの種類にかかわらず、アレルギー疾患生活管理指導表のコピ
ーを提出して下さい。
４、病状報告
お子様の病状については、いつでもお問い合わせ下さい。
ご希望の方には、14：30 から 15：00 の間に看護師より、お電話でご報告いたします。
５、退室
余裕をもってお迎えをお願いいたします。
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持ち物
１、書類
・新宿区病児・病後児保育利用連絡票

＜わらべうた四谷病児室でお薬の服用をする場合＞

・家庭連絡票（ファミリーレポート）

・与薬依頼書

・母子手帳

・薬局発行お薬説明書

・乳児医療証
・健康保険証

・お薬手帳（与薬依頼のない場合もお持ち下さい）
・保育園連絡帳
２、薬
・医師が処方した薬に限ります。
・薬は 1 回分を持ってきて下さい。ただし、水薬はボトルで持ってきて下さい。
・チャックのできる透明な袋に入れて下さい。
・薬には、名前をフルネームで書いて下さい。
・臨時薬は、利用時の病気のために処方された薬に限ります。使用する際は、保護者に連絡して利用の
承諾を得てからになります。
・吸入薬（ネブライザー）は、お預かりできません。
３、寝具および衣類
バスタオルの貸し出し

すべての持ち物にお名前を明記して下さい。

サービスを始めました！！

・フェイスタオル 1 枚
・着替え 上着、下着、肌着を各 3 組程度
・ビニール袋 3 枚
・給食用エプロン 2 枚
・紙おむつ 10 枚（予備含む）

年齢や病状に応じて持参して下さい。

・おしりふき
わらべうた四谷病児室のご案内
住所：新宿区四谷 4-17
電話：03-5269-4255 FAX：03-5269-5160
苦情受付先
HITOWA キッズライフ株式会社（運営事業者） 電話：03-6632-7703
新宿第二保育園
エデュケアセンター新宿

都営新宿線
曙橋駅
靖国通り
外

みょうが坂
児童遊園

四谷ひろば
東京おもちゃ美術館
銭湯

外
苑
西
通

苑
東
通
り

四谷消防署
２番出口

丸の内線
四谷三丁目駅

り
四谷警察署

新宿通り
四谷地域センター

病児・病後児保育室
わらべうた四谷病児室
アリエル四谷

信濃町保育園

（四谷保育園地下１階）

新宿御苑

（大木戸子ども園地下）
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体調が悪くなった時に、保育施設にお迎えに行くサービスです。保育施設へ、わらべうた四谷病児室
スタッフが、お迎えと病院受診を担当します。
◆利用条件
わらべうた四谷病児室の登録を事前にしている方
こうのとりサービスの登録を事前にしている方
◆利用料金
わらべうた四谷病児室の利用料金に加えて以下の料金が必要です。
こうのとりサービス料金

2500 円

保育園、病院、わらべうた四谷病児室までの交通費を含む

※こうのとりサービスは、生活保護世帯等の方でも、減免にはなりません。
◆予約と利用時間
・予約受付時間：利用当日の 9：00～11：00
・予約方法：わらべうた四谷病児室に電話で予約する。
03-5269-4255
・利用時間：18：00 まで（延長保育はできません）
◆利用の流れ
保育園より、保護者にお迎えの要請
↓
保護者より、わらべうた四谷病児室へ電話で予約の申し込み
↓
保護者は

わらべうた四谷病児室のスタッフは

・受診病院の指定と予約

・保育園に迎えに行く

・保育園に連絡「わらべうた四谷病児室のスタ

・指定病院の受診後、わらべうた四谷病児室に移動

ッフが迎えに行く」

・保護者に受診結果の連絡

※登園停止の疾患と診断された場合は、保護者

薬の投薬について相談

から保育園に連絡する。
↓
わらべうた四谷病児室にお迎え
◆持ち物
保育園に置いてある着がえ一式、おむつ、タオルなど
※ベビーカー、自転車などは、お預かりできません。
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