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ＮＰＯ法人あっとほーむ規約 

 

平成 23年 4月 1日から適用 

 

 

仕事と子育て、両方楽しめる世の中へ 

 

私たちは、 

働くパパママが毎日を笑顔ですごせるように 

保育の分野でお手伝いいたします。 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人あっとほーむ 

〒224-0015 

横浜市都筑区牛久保西 3-2-7 

ＴＥＬ＆ＦＡＸ 045-911-9502 

http://www.npoathome.com  

shoko-oguri@npoathome.com 
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○あっとほーむってどんなところ？ 

働くパパママの子どもが、保育園や小学校のあと帰ってこれる“おうち”です。 

自分の家のようにくつろいで、みんながきょうだいのように過ごせます。 

保育園でも小学校でも普通の学童でもない、“自分の居場所“です。 

 

○ あっとほーむの特徴 

・ 少人数保育（1日 15名程度） 

・ 21:00までの夜間保育（延長相談） 

・ 小児救急法インストラクタ－在籍で安全管理を徹底 

・ NLPやコーチングのエッセンスを取り入れたコミュニケーションを重視する保育 

 

○ あっとほーむを利用できるのは？ 

共働きのご家庭を優先しますが、どなたでも歓迎いたします。 

 

○ あっとほーむの保育時間は？ 

月曜日～金曜日 13：00～21：00が基本時間です。 

学校がお休みの日は朝 8：00からオープンします。 

基本時間外は完全予約制でスタッフを配置しますので、事前にお知らせください。 

できる限り対応いたします。 

 

○ あっとほーむの保育方針は？ 

保育理念 

みんなが笑顔で楽しく過ごせる時間と場所を提供する 

 

保育方針 

1、子どもがわがままを言える、それを許せる場所であること 

→ここではわがままも OK！みんなが自分をさらけ出しながら成長しましょう。 

2、子供同士で楽しく過ごせるように、サポートをする 

→保育者は縁の下の力持ち。子ども同士が主体性を持てるように手助けをする。 

3、各家庭の育児方針を尊重する 

→これが正解！なんて育児はありません。各家庭の育児方法をどうぞ教えてください。 

4、事故を未然に防ぐために安全管理を徹底する 

→子どもも親も事故や怪我の心配をしなくても良い環境を整えます 
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1、保育内容 

1-1  幼児（3歳～5歳児） 

夜間保育 

一時保育 

宿泊保育 

訪問保育 

1-2  小学生以上 

放課後保育 

夜間保育 

一時保育 

宿泊保育 

訪問保育 

 

 

 

2、その他のご利用 

2-1 幼児教室（あっとほーむ内での音楽教室、英語教室） 

2-2 家事代行（あっとほーむご利用者のご自宅にお伺いします） 

2-3 救急法講座（LSFAchildren’s ライセンスコース、その他ご希望に応じて） 

2-4 コーチング（子どものコーチング、親子コーチング等） 
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保育内容 
 

 

 

保育園、幼稚園へのお迎えとその後の保育が中心なので、通常は 18:30-21:00の保育です。 

保育料金 

時間 ―7 7-8 8-18:30 18:30-21 21-22 22－ 

施設内 \2,000/h \1,000/h \800/h \900/h \1,000/h \2,000/h 

※施設内の保育できょうだい児の場合、上のお子さんは\200/h割引いたします。（小学生の昼は除く） 

※1時間を超えた保育料金は、30分単位で加算いたします。 

※病中病後の場合、\200/h加算させていただきます。 

  その判断はあっとほーむがいたします。 

 

宿泊保育 

慣れているお子さんに限り、あっとほーむ内での宿泊保育をお受けします。 

深夜までの残業や出張などの時にご利用ください。 

 

月曜日～金曜日 21：00～翌日 9：00  \7,000 

土日祝日      21：00～翌日 9：00  \10,000 

※入浴、朝食、保育園または幼稚園までの送りを含みます。 

※21：00までの保育は、通常保育料金が別途かかります。 

 

 

訪問保育料金 

病気の時や、自宅での保育をご希望の場合は、訪問保育とさせていただきます。 

特に病気の時は、知らない人がいるよりも普段から接している人がいると心強いものです。 

あっとほーむで普段接しているスタッフが訪問します。 

時間 ―7 7-8 8-18:30 18:30-21 21-22 22－ 

訪問 \2,000/h \1,800/h \1,500/h \1,800/h \2,000/h 

 

※訪問保育はきょうだい 2人まで料金は変わりません。 

※訪問保育は、担当者の自宅から訪問先までの交通費が加算されます。 

※ご希望日時によってはお受けできないこともございます。 

※病中病後の場合、\200/h加算させていただきます。 

  その判断はあっとほーむがいたします。 

幼児（年少さん～年長さん） 
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●月極め（13：00－18：30の月極め）・・・週 3日以上ご利用の方はお得です 

時間 ―7 7-8 8-18:30 18:30-21 21-22 22－ 

施設内 \2,000/h \1,000/h  \900/h \1,000/h \2,000/h 

 

時間 8-13 13―18：30 

施設内 \1,000/半日 20,000/月 

※8：00-18：30のご利用に関して、在籍確保いたします。 

※1年生は 4月の 1 ヶ月間無料で学校まで迎えにいきます（最低 6カ月の継続が前提です） 

※学校休業日等で 8：00―13：00をご利用の場合、半日につき 1,000円でご利用いただけます。 

※1年生から 3年生は、行政への書類提出があります。 

※その他の時間と訪問保育に関しては、幼児と同じ料金です。 

※8月のみ、ご利用が少ない場合は半日×1,000円の計算をしますが、20,000円を下回ることはできま

せん。 

※8：00前、18：30以降は 30分単位で保育料が追加されます。 

 

●一時保育・・・週 2日程度ご利用の方はお得です 

時間 ―7 7-8 8-18:30 18:30-21 21-22 22－ 

施設内 \2,000/h \1,000/h  \900/h \1,000/h \2,000/h 

 

時間 8-13 13―18：30 

施設内 \1,500/半日 \1,500/半日 

※空きがあればご利用いただけます。 

※その他の時間と訪問保育に関しては、幼児と同じ料金です。 

※8：00－13：00のご利用が一人だけの場合、幼児料金と同じく 1時間 800円の料金となります。 

※8：00前、18：30以降は 30分単位で保育料が追加されます。 

※月極めへの変更は、6カ月以上のお約束ができる場合に限ります。ご相談ください。 

 

 

●時間保育・・・1日のご利用時間が少ない方はお得です 

すべて幼児と同じ料金です。 

※空きがあればご利用いただけます。 

※その他の時間と訪問保育に関しては、幼児と同じ料金です。 

※一時保育への変更は 1カ月単位で可能です。 

小学 1年生～4年生 



(c)ＮＰＯ法人あっとほーむ 

- 6 - 

 

 

 

●一時保育（5年生～中学生） 

時間 ―7 7-8 8-18:30 18:30-21 21-22 22－ 

施設内 \2,000/h \1,000/h  \900/h \1,000/h \2,000/h 

 

時間 8-13 13―18：30 

施設内 \1,000/半日 \1,000/半日 

※空きがあればご利用いただけます。 

※その他の時間と訪問保育に関しては、幼児と同じ料金です。 

※あっとほーむご利用が 1年以下の場合及び、あっとほーむの判断により 1～4年生と同じ料金になる

ことがあります。 

※時間計算も可能です。 

 

 

 

小さい子のお世話ができるとあっとほーむが判断した場合、夜間保育 18：30～21：00までの間、 

何時間利用しても夕食付で 1,000円とさせていただきます。 

※その他の料金は小学 5年生～中学 1年生と同じです。 

※小学校からあっとほーむをご利用いただき、あっとほーむの了解が取れた子に限ります。 

 

 

 

 

小学生時代からあっとほーむをご利用で、小さい子のお世話ができるとあっとほーむが判断した場合、 

ボランティアとして来ていただけます。 

おやつ、食事は無料で提供します。 

ボランティア保険のみ、年間 1,000円の負担をお願いします。 

 

 

 

 

小さい子のお世話ができるとあっとほーむが判断した場合、アルバイトとして採用します。 

 

 

小学 5年生～中学 1年生 

中学 2年生～中学 3年生 

高校生 

大学生 
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●幼児、小学生共通のその他の料金 

 

 

入会金 1人\10,000 ※ 入会時のみお支払いください 

※ きょうだい割引はございません 

月会費 1人\1,000 ※ ご利用した月のみお支払いください 

お迎え 1回\500～ ※ きょうだい同時同じ場所のお迎えは 2人で\800 

※ 片道 2キロ以上の場合は\800～\1,000 

※ 公共交通機関を利用する場合スタッフとお子様の交通費別途 

※ 自動車に乗車中の事故は自動車保険の補償です 

※ 自宅送りは、車の停車位置までお越しください。 

食事 1食\500～\600 ※ 除去食のご相談は内容によりお受けします 

※ 小学校 4年生以上は 1食\600 

入浴 1回\300～ ※ きょうだいの場合は 3人まで\500 

※ 風邪や伝染病のお子様は入れません 

※ 風邪や伝染病が感染することがあります 

※ 特定の洗剤などが必要な場合はご持参ください 

おやつ 1食\200 ※おやつの時間にいる子は必要です。 

土日祝日 8：00～18：30 

1時間\1,000 

一人の場合 

1時間\1,500 

※二人からお受けします。 

※1か月前までにご予約ください。 

※1週間前からキャンセル料金が発生します。 

※時間外はご相談ください。 

 

※ お泊り会やお出かけ保育などに参加の場合は企画ごとに料金がかかります。 

※ 夏休みなどは、週に数回のお出かけをします。その場合の交通費、入館料などは実費 

（山崎公園プール、図書館、博物館、科学館などへ行きます） 

 

 

あっとほーむでは、リロクラブ、ウェルボックス、ベネフィットワンの保育補助券を利用できます。 

利用できる金額等は、就業先により異なりますので、福利厚生会社へお問い合わせください。 

また、上記以外の福利厚生会社を利用している場合、お知らせいただければ保育補助券利用申請が

できる可能性がありますのでご相談ください。 
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2、その他のご利用 
2-1  幼児教室（あっとほーむ内での音楽教室、英語教室） 

音楽教室 

     ピアノやソルフェージュのレッスンをします。 

      講師：小川先生 

      個人レッスン：30分/月 3回  \5,000    

      レッスンテキストはレベルにあわせてご購入となります 

      1年に 1度、発表会を開催します。（発表会参加費\5,000） 

 

英語教室 

      イギリス系の講師がきちんとした発音でレッスンします。 

      講師：シェーン英会話から講師が参ります。 

      グループレッスン：60分／月 3回  \7,000 

      レッスンテキストはレベルに合わせてご購入となります。 

 

2-2  家事代行（あっとほーむご利用者のご自宅にお伺いします） 

疲れて帰ってきたとき、家がきれいだと気分も違います！ 

ご家庭でお使いのお掃除道具を使って、日常の家事を代行いたします。 

1時間\1,500～（2時間より） 

スタッフ交通費実費 

 

2-3  救急法講座（LSFAchildren’s ライセンスコース、その他ご希望に応じて） 

LSFAchildren’sインストラクターが、ライセンスコースや講習会をご要望に応じて開催いたします。 

ライセンスコース  1日半\15,000～ 

講習会        2時間\2,000～ 

 

2-4  コーチング（子どものコーチング、親子コーチング等） 

小学生以上は、心のケアも大切な時期。 

子ども達が心身ともに健やかに成長できるように、本人にとって最善の道を一緒に探します。 

パパママを対象としたコーチングもお受けします。 

個別にスケジュールと金額を設定いたしますのでご相談ください。 

2時間 \10,000～ 
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ご利用に関して 

●ご入会方法 

1、 まずはお子様と一緒に見学にお越しください。 

2、 施設のお話、質問など十分に納得されてから、ご入会の意思がある方のみ手続きをさせていただ

きます。 

3、 契約書、児童表、保険証のコピー、お子さんとお迎えの方の写真をご提出ください。 

4、 入会金を御支払いください。 

5、 予約を受け付けます。 

※ 日時によっては予約がいっぱいでお受けできないこともございます。 

 

 

●ご予約方法 

・ ご予約は 1 ヶ月前よりお受けできます。当日でも空きがあれば保育可能です。 

・ 定期利用の方は、月末までに翌月分の予定をお知らせください。 

・ ご予約はメール、ＦＡＸ、電話でお受けします。 

当方から返答をした時点でご予約成立です。平日でしたら 24時間以内にお返事しておりますが、 

2日以内に返答が来ない場合は、ご面倒でも再度ご連絡ください。 

・ 37.5℃以上の発熱や嘔吐、感染症の場合は、施設内での保育はできません。 

訪問保育で対応いたしますので、ご相談ください。 

※訪問保育をお受けできないこともございます。 

 

 

● 保育料金の御支払い 

・ はじめてのご利用は、保育終了時に現金で御支払いください。 

・ 2回目以降、定期的にご利用になる方は、月末締切で翌月初旬に請求書を送付いたしますので 

指定日までに下記振込先にお振り込みください。 

※ 保育料金を 1か月滞納した場合は、保育を中止させていただくことがございます。 

※ 請求書は基本的にメールで送信いたします。 

※ 銀行振り込みの場合の手数料はお客様が御負担ください。 

 

振込先 

三井住友銀行  港北ニュータウン支店 普通 0365271   

三菱東京 UFJ銀行 港北ニュータウン支店 普通 0622222  

ゆうちょ銀行  10900-1934141 

いずれも名義は 特定非営利活動法人あっとほーむ  

（トクテイヒエイリカツドウホウジンアットホーム）   
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●あっとほーむへの連絡は 

メール、電話、ＦＡＸでお受けします。 

ただし、当日の予約や変更、延長又は急いで返事がほしい場合は携帯へ電話又はメールをお願

いします。保育時間中でしたら固定電話でも対応いたします。 

あっとほーむ携帯電話 090-1839-4651  npoathome@ezweb.ne.jp 

 

●当日の午前中予約は 

  午前中からの利用はご予約ください。尚、警報等により休校になった場合は午前中から 

  お受けしますが、スタッフの対応ができない場合は通常通り 13：00からの対応となります。 

  あっとほーむ携帯にメールください。 

   

●延長する場合は 

当日、ご予約の時間までにお迎えに間に合わない場合は、必ずご連絡ください。 

また、21:00以降はスタッフの人数によりお受けできない場合がございます。 

必ず 21:00までにお迎えに来れる時間までにご確認ください。 

（21:00になってからのご連絡はほかのご利用者のご迷惑になることがございます） 

 

●お子様の様子をお知らせください。 

あっとほーむで楽しく過ごせるようにしておりますが、お子様の本当の気持ちを聞き取れるのは 

パパママです。 

ご自宅であっとほーむの様子やそのときのお子様の気持ちなどをぜひ聞いてください。 

そして小さなことでも私どもにお知らせいただければとてもうれしいです。 

メール、電話、ＦＡＸでお受けします。 

 

●あっとほーむのからのお知らせは 

基本的にすべてメールを利用して皆様にお知らせをいたします。 

1 ヶ月に 1度送信します。 

 

●あっとほーむのサイト 

日々の出来事などをお伝えしています。 

ご契約いただいた皆様は、お子様の写真をサイト上に掲載していただくことに同意していただいた

ものとさせていただきます。名前はイニシャルで掲載いたします。 

 

 

 

mailto:npoathome@ezweb.ne.jp
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● あっとほーむで具合が悪くなった場合は 

基本的には保護者の指示のもと、かかりつけ医に連れていきますが、時間外の場合は夜間救急

センター（センター北）、または救急病院へ連れていきます。 

付き添いは訪問保育料金が発生します。 

 

● 保育園へのお迎え時間は 

    保育園の閉園時間に関わらず、18:30までにお迎えに参ります。 

    保育料金は 18:30より発生いたします。 

    都筑ルーテル保育園のみ、20:00の閉園時間に合わせて 19:45までにお迎えに行くことが 

    可能です。ただし、当日の当方の都合により急遽 18:30のお迎えになることがございます。 

    その場合は 18:30からの保育料金となりますのでご了承ください。 

 

●緊急時の対応について 

地震や災害などの場合は、広域避難場所にてパパママのお迎えまでお待ちしています。 

地震や災害による怪我や病気などの発生には保険が適応されない場合がございますので、当方

で補償ができないことがございます。ご了承ください。 

    広域避難場所：山崎公園一帯  避難場所：中川西小学校 

 

● 万が一の場合の保険は 

    保育中の事故に備えて、総合保険に加入しております。 

 当方の責任においてお子様に損害を与えた場合、加入限度額内で 保険金が支払われます。 

     但し、不可抗力による事故の場合は支払われない場合がございます。 

 尚、自動車運転中の事故に関しては自動車保険の範囲内での補償となりなす。 

 

 

 

 

最後に・・・ 

あっとほーむは、仕事も子育ても両方楽しめる世の中になるために活動しています。 

縁あって出会えた皆様と末永いお付き合いをさせていただけることを願っております。 

 

ＮＰＯ法人あっとほーむ代表理事＆保育責任者 

小栗ショウコ 

 

 


