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第一章 総則 
 
第１条（名称および運営主体、その対象） 
 
 本保育事業の事業主体としての実業部分および権利能力の主体を総称し「病児保育ファミリア

キッズナーサリー」（以下、当保育事業）、および本保育事業に用いる施設・設備を総称し「病児

保育室ファミリアキッズナーサリー」（以下、当保育室）と定めます。当保育室の所在地は千葉県

白井市清水口２−６−１０３となります 
 
２．かかる事業の管理運営は、駅前ファミリアクリニック西白井（以下、ファミリア CL）が行う

ものです。ファミリア CL の管理者は当保育事業を統括し、当保育室の管理者を兼任しますが、

ファミリア CL と当保育事業は個別の事業であり、不可分一体ではありません 
 
３．当保育事業は病児保育に特化したものであるべきとします。かかる病児保育は月齢満６月以

上、小学校６年生相当以下の者が風邪その他の急性の疾病に罹患した場合における病悩期間、保

護者に代わり当該患児を一時的に預かり保育するものと定めます 
 
 
第２条（利用者の定義） 
 本保育事業への利用申請をしたものを利用希望者、利用希望者に対し当保育事業が当該申請を

承諾した者を、ユーザーと称します。なお、ユーザーの利用資格については別途定めるものとし

ます（第７条） 
 
２．ユーザーは、ユーザーの親権が及ぶ被保護児のうち小学６年生相当以下の者で別途定める条

件を満たす者（第８条）を当保育事業に登録することができるものとし、これを登録児と称しま

す。かかる場合において、対象年齢の被保護児を全員登録する必要はないものの、原則として当

該登録児の同胞および一親等以内の血族関係については本保育事業が把握できるよう努めるべき

とします。ただし特定の機微な個人情報（以下、機微情報）についてはこの限りではありません 
 
３．登録児のうち、当保育室を当該日に利用するものを対象患児と称します。かかる場合におい

て、実際に当保育室の利用が成立しなかった場合も含まれるものとします 
 
４．対象患児は月齢満６月以上とします。ただし、登録児はその限りではありません 
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第３条（事業の構成員） 
 当保育事業は、保育士・認定病児保育スペシャリスト・幼稚園教諭による保育スタッフ、医師

および看護師・准看護師による医療スタッフ、その他の支援スタッフの３属性のスタッフにより

構成されます。いずれのスタッフも病児保育に関する職務に従事するものであり、かかるスタッ

フの配置は、原則として当該利用日に当保育室にてのみユーザーが把握できるものとします 
 
２．当保育事業においては何人も、医療スタッフおよび支援スタッフによる対象患児の保育の補

助を妨げないものとし、また保育スタッフおよび支援スタッフによる対象患児の受療の支援を妨

げないものとします 
 
 
第４条（適用範囲と前提事項） 
 本規約の効果は、ファミリア CL が提供する当保育事業における全スタッフ、全利用希望者、

全ユーザー、全登録児に及びます 
 
２．本規約に定めのない事項で特に保育事業とユーザー間で交わした合意事項（以下、特約）は、

書面での署名をもって有効に発効したものとし、これらは当規約の定めに優先すべきものとしま

す。但し、本規約に定める事項を特約において覆すことはできません 
 
３．本規約において、「直ちに」とは当該日を跨ぐことなく可及的速やかに、「速やかに」とは次

回利用の予約の際までに、「遅滞なく」とは次回利用予定日の預入れの際までに、を具体的な時間

的目安として運用すべきとします 
 
４．当保育事業において、ユーザー側への説明義務は平均的なユーザーを基準として合理的な理

解および判断を行いうる程度の説明にて果たされるべきものとします。また現に、同様の説明内

容にて過半のユーザーに対し説明し得たという実績を以て立証されたものとします 
 
 
第５条（目的） 
 当保育事業はファミリア CL のコンセプトたる「ファミリアクリニックは、子どもたちの輝く

未来と！子どもたちを支えて頑張る大人たちを応援します！！」を補完すべき事業として、対象

患児の預り保育をもってユーザーの子育てと就労の両立を支援し、登録児の健やかな成長に寄与

し、ユーザー家族の健全な営みを下支えすることを目的とします 
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第６条（制限） 
 当保育事業は第５条に定める目的を果たすべく、善管注意義務を以て事業の完遂を目指すとこ

ろですが、結果としての子育てと就労の両立・登録時の健やかな成長・ユーザー家族の健全な営

みを保障するものではありません。またユーザーは金銭的債務の弁済を以て別に定める当保育事

業に対する一切の協力義務を免れるものではありません 
 
２．当保育事業はユーザーに対する特定少数サービスであるものの、ユーザー間の一切の不干渉

ないし不協力を許容しないものであり、ユーザーおよび登録児同士での社会通念上相当とされる

範囲での協力要請、また機微情報ないし秘密とは判断し得ない個人情報の相互開示を要請する場

合があるものとします。またユーザーは、当保育事業が適正な予防措置を講じていたとしても、

病児を預かる性質上ユーザー間ないし対象患児間等での疾病の伝播を阻止しえない場合があり、

有形無形のリスクを内包する状況にあることを理解し、受諾しているものとします 
 
 
 

第二章 利用登録と入会 
 
第７条（利用資格） 
 ユーザーは後期高齢者でない成人の、長らくファミリア CL をかかりつけとしていた患児の親

権者とします。またユーザーは有効な権利能力の主体者として、当保育事業に意思能力および行

為能力に瑕疵なきことを立証しうる者に限ります 
 
２．当保育事業は当該利用申請を受諾するに際し、利用希望者に以下の条件を満たすことを求め

ます 
  a.登録日より当該利用日時点において有効な健康保険被保険者ないし被扶養者または国民健

康保険被保険者であること 
  b.初回登録に際し、保育スタッフと利用希望者間で良好なコミュニケーションが構築しうる

と判断され、その期待が維持されること 
  c.反社会勢力にかかる団体またはその関係者でないこと、かつ過去および未来においても当

該類似団体と関わりがないこと 
  d.当該登録児出生後に逮捕歴がないことを宣誓できる者、または逮捕後１０年を経過した者、

もしくは起訴され有罪判決を受けたものの罰金の支払い後１２年を経過または出獄後１５

年を経過した者 
 
３．親権者が２名ある共同親権の場合、共同親権者の一方の署名を用いた書面による意思表示は
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双方の合意があったものと見做します。かかる場合において、一方が不同意であった場合の事後

の申し出は、もう一方の署名を用いた書面による意思表示を行いかつ当保育事業が受諾した書面

による証明を以てのみ撤回が成立するものとします 
 
 
第８条（登録児の条件） 
 本保育事業に登録できる児は、親権が及ぶ被保護児のうち小学６年生相当以下の者とします。

生後満６月未満の児はその満６月を迎える日までの利用はできないものの登録自体は可能としま

す 
 
２．本保育事業において、登録児が小学校を卒業し中学１年生相当となった時点で登録を抹消し

ます。かかる場合、特段ユーザーの同意を得ずともよいものとし、また入会金の返金および一切

の金銭的補償は行わないものとします 
 
３．登録児には初回登録の時点で、以下の病児保育提供が困難と思われる事例に該当しないこと

を求めます 
  a.恒常的に医療ケアを必要とする疾病を抱えているケース 
  b.原因が特定されないアナフィラキシー類似の強いアレルギーの既往があるケース 
  c.月齢ないし年齢相応に推奨される予防接種が適切に実施されていないケース 
  d.慢性疾患が病状不安定となり得、保育スタッフのみの場面での危険性を孕むケース 
  e.その他、医療スタッフが病状を危惧するケース 
 
 
第９条（初回登録手順） 
 利用希望者は本保育事業への当該利用申請に、原則として事前に当該登録児同伴の上で保育ス

タッフと面談し、別に定める書式のファミリアキッズナーサリー利用登録申込書を提出します。

また利用規約同意書に署名のうえ遅滞なく本保育事業に提出するものとします 
 
２．緊急の場合は当日利用を例外的に認める場合がありますが、利用申請に必要な情報は利用希

望者側が瑕疵なく準備すべきものとし、かかる手続きに要した時間は保育時間等価と見做し入会

金とは別に保育料相当分を負担すべきとします。なお、準備が著しく不十分と認められる場合は

利用申請を却下する場合がありますが、かかる場合においても、利用希望者は保育スタッフの手

数料相当分として、供した時間あたりの保育料相当分の負担を要するものとします 
 
３．当保育事業が利用希望者からの当該利用申請を受諾した場合、利用希望者は以後ユーザーと

して当該登録児１人ごとに登録料を支払うことで登録し会員証を発行するものとします。ただし
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対象児の登録予定が無い場合においては、当該利用申請は受諾しません 
 
 
第１０条（登録料） 
 利用希望者が利用申請を受諾され、ユーザーとなった場合において、本保育事業に対し登録児

１名につき原則として登録料 3,000 円を支払うものとします。かかる場合において、社会情勢ま

たは当保育事業の事情もしくはその他諸般の事由により増額または減額される場合があるものと

し、請求をもってこれを確定し、支払をもって受諾されたものとします 
 
２．ユーザーが事後的に利用資格の停止または喪失があった場合において、これらは登録児１名

あたりの登録料としての性質を持つため、返金は行われません 
 
 
第１１条（禁止行為） 
 当保育事業を利用するにあたり、ユーザーは以下の行為を行うことはできません 
  a.スタッフおよび他のユーザーないし登録児（以下、当保育室関係者）への暴力、脅迫、恫

喝、威嚇、誹謗中傷、その他身体・精神等を傷つけうる行為ないし言動 
  b.当保育室関係者の名誉ないし第三者に対する信用を毀損する行為ないし言動、風説の流布 
  c.当保育事業の業務の遂行を妨害する行為またはその虞のある行為ないし言動 
  d.当保育事業に関連して通常提供する病児保育と直接関係のない非公開情報を取得しようと

する行為ないし言動 
  e.当保育事業を利用することで得た当保育室関係者の個人情報を拡散する行為ないし言動、

かかる場合に当事者の書面による同意がある場合はその限りでない 
  f.当保育室内での撮影・録音または当保育室関係者との会話の記録行為、ただし後者において

双方の署名を伴う書面による記録は残すことができる 
  g.ユーザーの利用者たる地位の譲渡・移転その他処分を図る行為 
  h.当利用規約ないし当保育所の利用案内等に明記される内容以上のサービス提供を要求する

行為またはそれに類する行為ないし言動 
 
２．前項の禁止事項のうち a.〜c.の該当事項を犯したユーザーにかかる情報は、秘密とは判断し

得ない個人情報といえるため、安全で円滑な当保育事業運営管理の観点から、当該ユーザーの氏

名および事実関係について全保育室関係者間で情報共有されるものとします。ただし未遂につい

てはこの限りではありません 
 
 
第１２条（利用資格の停止・喪失） 
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 ユーザーが以下のいずれか各号に該当するものと判断された場合、当保育事業はユーザーに利

用資格の停止をさせることができるものとします。利用資格の停止となった期間、ユーザーは登

録児の利用予約を行うことはできません 
  a.本規約に故意に反した場合、または法令に違反する行為を行った場合 
  b.対象患児の送迎時間への遅刻を頻発する場合 
  c.無断キャンセルを行い、警告後に再度無断キャンセルを行った場合 
  d.対象患児の病状に変化があり受診を促すも、それに応じようとしない場合 
  e.対象患児の利用中、当保育室から連絡不能となる状況を反復した場合 
  f.ユーザーがネグレクトまたは虐待の通報をされ、児童相談所から介入を受けた場合 
  g.当保育事業に虚偽の報告を行ったと判明した場合 
  h.その他、当保育事業との約束を複数回違えた場合、また支払を拒否した場合 
  i.ネットワークビジネス、宗教勧誘または政治動員を他のユーザーに対し行った場合 
  j.反社会勢力の関係者と判明した場合、またはその疑いありと判断される場合 
  k.第１１条の禁止行為を行った後、再度行う虞があると認められる場合 
  l.当保育事業とユーザー間で適切な意思疎通を図ることが困難と認められる場合 
  m.権利能力者としての意思能力または行為能力に瑕疵なきことを疑わしめる場合 
  n.その他、当保育室において上各号に類する不適切事項を反復する場合 
 
２．前各号の認定は当保育事業の基準に則って行うものとし、資格の停止期間は状況に応じて定

めるものとします。また、当該決定事項については個別に通知すべきとします 
  
３．ユーザーは利用資格の停止期間中に別に定める更新日（第１６条第３項）を迎えた場合、ユ

ーザーは当保育事業の利用資格を喪失し、当該登録児はすべて抹消されます。かかる場合におい

て、再度の利用申込を希望する際に再度、利用希望者として初回利用登録を行うべきとします 
 
 
第１３条（ユーザーの義務および承諾事項） 
 各ユーザーは登録児に対し病児保育サービスを享受する権利を得るとともに、当保育事業に対

し、以下の義務を負うものとし、また当保育事業の定める規則や基準の趣旨を理解しこれを承諾

すべきものとします 
  a.当保育事業の利用料金等に対し、事前決済準備を周到に行い、遅滞なく支払うこと 
  b.初回登録時に届出する情報等は、事実に即して適正に届出すること 
  c.当保育事業に届出した情報等の変更は、速やかに修正し齟齬なき常況とすること 
  d.登録児の健康情報についての変更は、速やかに届け出ること 
  e.本保育事業への預入れまでに、後に定める（第１４条）手順に則り、対象患児の病状につい

て把握する準備を行うこと、またこれを預入れの時点で保育スタッフに申し送ること 
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  f.利用予約済の対象患児が、入院その他の事情により利用予定日に預入れが困難となったこ

とが判明した場合、その旨を直ちに当保育事業に届け出ること 
  g.対象患児の利用中、当保育事業と連絡が取れる常況を手配し維持すること 
  h.対象患児の病状が変化し、当保育事業から帰宅要請があった場合、直ちに応じること 
  i.後に定める年会費の支払（第１６条）を求められた場合、遅滞なく応じること 
  j.当保育事業に対する法律行為上の意思表示または準法律行為（以下、意思表示等）は、原則

として署名を用いた書面による意思表示等であること、また共同親権者においてはかかる意

思表示等の提示までに当該親権者間での合意を形成すべきものであること 
  k.書面によらない意思表示は、通常人の合理的理解を基準とした当保育事業の定める基準に

則り解釈されるべきものとし、客観的かつ明示的な反証が示されない場合、当保育事業の解

釈が優先されるべきものとすること 
 
 
 

第三章 対象患児と年会費 
 
第１４条（登録児の利用条件） 
 ユーザーが入会金の支払をもって登録した登録児のうち、次の各号の条件を満たし、当保育室

利用の予約を有効に成立させ、現に利用予定日に当保育室に来訪させた者を対象患児とします 
  a.予約した預入れ時刻の、原則として４８時間以内にファミリア CL を受診したもの 
  b.前号の受診時に、会員証を提示し当保育事業を利用する予定である旨を申し出たもの 
  c.前々号の受診時において、当該児の病状について把握し対応する準備を行うこと 
  d.利用予定日の前日正午以降に当保育室に利用予約を行い、順当に承諾が確認できたもの 
  e.後に定める年会費（第１６条）を納め当該利用予定日がその有効期間内であるもの、または

有効期限外の利用予定日であった場合、当該利用予定日に年会費の支払を予定するもの 
  f. 会員証、ファミリアキッズナーサリー保育申込書（以下、都度提出書類等）を手配・取得・

記載し、預入れ時点で遺漏なく提出できるよう準備をしたもの 
  g.預入れ時点で過日分延長保育料未払分等の精算を終え、当日分保育料の支払ができるもの 
  h.当保育室が求める、当日必須持参物および需用持参物を周到に準備したもの 
  i.送迎を行う者についての情報を、スタッフと認識を共通させるべき手配をしたもの 
  j.準備不十分等の事由により、当日預入れを却下されうる場合がある事を受諾できるもの 
 
 
第１５条（対象患児の条件） 
 対象患児においては、利用当日までに以下の状態であることを求めます 
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  a.利用予約にかかるファミリア CL 受診時に、医師より利用可と判断される病状であること 
  b.VPD の罹患ではないこと、かかる場合においては予防接種実施の有無を問わない 
  c.呼吸状態穏やかでかつ、自発的に起きて活動した際に呼吸が乱れない病状であること 
  d.臥位または入眠時に呼吸苦を呈さず、体動時に血圧が大きく変動しない病状であること 
  e.浮腫著しくまた乏尿でないこと、また活動に際し顔面蒼白等が出現しない病状であること 
  f.食事水分摂取可能でかつ、一定程度の与薬が可能と見込まれる病状であること 
  g.上記の病状によらず、対象患児やユーザーをとりまく環境ないしユーザー側の理解や連絡

体制などに対し、保育スタッフが危惧を抱きうる状態にないこと 
 
 
第１６条（年会費と更新） 
 年会費とは、本来的に保育コストとは別に発生する固定費を賄うための費用等を内包する性質

のものとし、当保育事業はユーザーより半年ごとにこれを会費として徴収するものとします。規

約上および実務上において半年会費とは呼称せず、表現の便宜から年会費と呼称します 
 
２．年会費の支払により得る権利は、支払時点より発生し初日不算入処理をした６ヶ月を経る日

（本日が２月２９日の場合８月２９日終了時点、本日が８月３１日の場合３月１日を迎える直前

時点）に満了するものとします。以下、かかる場合において支払より満了までの期間を有効半期

と称し、有効半期の暦上の日付を利用有効日また有効半期に属さない暦上の日付を利用有効外日

と称します 
 
３．ユーザーは利用有効外日に予約し預入れを行う場合、当該預入れの際に保育料とあわせ年会

費を支払うものとします。また当該日を更新日と称し、前項の要領で以後の有効半期を定めます。

これらは初回登録後の初回利用日も同様とし、便宜上初回年会費支払日も更新日として論じます 
 
４．かかる年会費は原則として一家族つき半年分を 1,000 円とします。また年会費は社会情勢も

しくは当保育事業の事情またはその他諸般の事由により増額または減額される場合があるものと

し、請求をもってこれを確定し、支払をもって受諾されたものとします 
 
５．ユーザーは当保育事業に年会費の支払をもって、当該支払当日に対象患児を預入れする権利

を獲得し、また有効半期内に再度の予約申込を行う権利を得るものとします。ただし、かかる年

会費の支払をもって以後の予約申込が受諾されるものとの性質を持つものではありません 
 
 
第１７条（不更新） 
 当保育事業はユーザーの利用態度等から随時審査を行うものとし、第１２条１項に定める利用
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資格停止条項に該当しないものの著しく不適切と考えられる者について、更新日に告知をするこ

とで、当該有効半期満了時点での当該利用資格を喪失させることができるものとします 
 
２．ユーザーは前項の告知を受けた有効半期満了時、ユーザーは当保育事業の利用資格を喪失し、

当該登録児はすべて抹消されます。かかる告知については文書により個別に通知すべきとし、資

格喪失後に再度の利用申込を希望する際は、再度初回利用登録より行うべきとします 
 
 
 

第四章 保育の利用 
 
第１８条（予約） 
 ユーザーは当保育事業が定める方法により、当保育室の利用予約を行うことができます。ただ

し、予約は登録児に属するものとし、１ユーザーあたりの同日予約可能上限数は３名とします 
 
２．当保育室の定員は原則３名とします。ただし、１ユーザーが複数名を予約した場合に限り、

次の各号のごとく受入上限定員数である５名を限度に受入れを検討するものとします 
  a.２ユーザー、３名＋２名の計５名 
  b.３ユーザー、３名＋１名＋１名の計５名 
  c.３ユーザー、２名＋２名＋１名の計５名 
  d.２ユーザー、２名＋２名の計４名 
  e.３ユーザー、２名＋１名＋１名の計４名 
 
３．ユーザーは利用予定日が年会費にかかる利用有効日である場合、任意の日を予約することが

できます。ただしキャンセルした場合を除き、予約日が現に到達し登録児を当保育室に来訪させ

るまで他の日に予約を入れることはできません 
 
４．ユーザーは利用予定日が年会費にかかる利用有効外日である場合、当保育室は当該予約日に

年会費を支払うことを予定していると判断します。万一かかる支払がなされない場合、ユーザー

は当日預入れが却下されうる事を受諾すべきとします 
 
５．予約が競合する場合、当保育室は全体の均衡を旨とした判断基準に基づいて選定するものと

し、ユーザーはその選定法を当保育室に委ねるものとします 
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第１９条（保育者の選定と指定） 
 当保育事業は、当保育事業の定める基準に則り保育者を選定するものとします。かかる選定の

結果は、原則として利用当日に当保育室にてユーザーに対し伝達します 
 
２．ユーザーは前項にある保育者の選定に異議を申し立てる事はせず、一任すべきものとします 
 
 
第２０条（保育時間と開室日） 
 当保育事業はファミリア CL と連携し保育サービスを提供すべきものと考え、原則としてクリ

ニック休診日は当保育室を休室日とします。当該月開室日のスケジュールは原則として前月２０

日以降を目途に公開します 
 
２．開室時間は原則として８時３０分から１７時３０分までとします。但し、諸般の事由により

短縮・休室等ある場合は、事前に文書で告知するものとします 
 
３．ユーザーは、対象患児を当保育室の開室時間に預入れ、閉室時間までに引取るものとします。

ただしスタッフ・ユーザー間で事前に合意が形成され、後に定める延長料金（第２４条第３項）

の支払を前提に、延長保育として例外的に開室時間終了以降の病児保育の実施がなされうるもの

とします 
 
４．前項に定める延長保育において、当保育事業は保育スタッフの確保に努めます（保育事業側

の努力義務）が、必ずしも保育スタッフの確保を保証するものではありません。かかる場合にお

いてユーザーは、支援スタッフが担当する場合、当保育事業の定める規則に則り善管注意義務を

もって保育が実施されることに同意します 
 
５．第３項の合意によらず、当保育室はファミリア CL 終業時に閉室とし、これを最終閉室時間

とします。ユーザーは最終閉室時間までに、例外なく当該患児の引取りを完了しなくてはならな

いものとします 
 
 
第２１条（送迎） 
 ユーザーは送迎を行う者（以下、送迎者）を選定し、原則として初回登録時に当保育事業に届

け出るものとし、送迎は当該送迎者に限定されるものとします。また送迎者に追加・削除等の変

更がある場合、速やかに届け出るものとします 
 
２．当保育事業が送迎者を確認する便宜から、初回登録時に会員証・送迎者証を発行するものと
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し、１ユーザー当り各１枚のみ保有可能かつ最新のもののみ有効とし、提示を受けたスタッフは

発行日と内容を照合することで本人確認すべきとします。当保育事業は、原則として前者を預入

れ送迎時に提示を求め、両者のいずれかを引取り送迎時に提示を求めるものとします 
 
３．当保育室に対象患児を送り届ける預入れ送迎の際、会員証を持参した送迎者と対象患児の両

者の来訪をもって本人確認されたものとみなされることに同意します 
 
４．当保育室より対象患児を連れ帰る引取り送迎の際、会員証ないし送迎者証を持参した送迎者

の来訪と、対象患児が当該送迎者を既知と認識しうる状況であることをもって、本人確認された

ものとみなされることに同意します 
 
５．当保育事業が、現に訪れた送迎者に疑義あるときは、ユーザーに連絡確認をとり適切な対処

の指示を仰ぐ場合があり、当該確認不能時に引渡しを拒むことができるものとします 
 
６．ユーザーは対象患児に、可及的に送迎者を認識させ把握させるべきとします（ユーザー側の

努力義務）。また送迎者は当保育事業の定める規則に則り、適正に駐車場の利用をすべきとします 
 
 
第２２条（利用の中止） 
 当保育室は以下の各号に該当する状況となった場合、保育の利用の中止を判断し、ユーザーに

引取り送迎を求めることができるものとします 
  a.預入れ後に、対象患児の病状が悪化ないし重度の疾病を示唆する状況となった場合 
  b.保育中ないしその前後に、当保育事業または保育スタッフでは対処不能と判断された場合 
  c.保育中ないしその前後に、新たな医学的判断等により、医師が利用を禁じた場合 
  d.自然災害や人災等により保育サービスの継続が困難と判断される、または当保育事業が保

育の安全性を担保しえないと判断した場合 
  e.第１１条第１項各号に定めた禁止事項が確認された場合  
  f.第１２条第１項各号に定めた利用資格判断事由に該当するケースが確認された場合  
  g.第１３条自ｂ至ｆ号に定めた連絡事項の伝達を怠り齟齬が生じた場合  
  h.その他、当保育事業の適正な運営に支障をきたしうる事案が発生した場合 
 
 
第２３条（医行為およびその権原） 
 医師法の定めるところにより、何人も医師でないものが業として医行為をなさないことを確認

し、宣誓します。併せて医師でないものが、業としてでなく緊急避難的に行った人道上の行為が

現に医行為に含まれうるとされた場合も、かかる行為を妨げられるものではないと確認します 
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２．当保育事業は、ユーザーが保育スタッフにユーザーが本来的になすべき対象患児に服薬等さ

せる行為（以下、与薬行為）を求める場合、当該ユーザーは当該保育スタッフに対しかかる与薬

行為を書面にて指示し、使者として行わせることを求めます。かかる行為の結果は、代理人では

なく使者であることから与薬行為の意思表示者たるユーザーがその責を負うべきものとします 
 
３．ユーザーは当保育室に対象患児を預入れる当日、必ずファミリア CL の医師の診察を受けさ

せるものとします。かかる受診行為は、ユーザー本人の申し出による開院時間での受診または、

ユーザーから代理権を付与された保育スタッフによる受診、いずれかとします 
 
４．ユーザーは当保育室に対象患児を預入れるにあたり、危険防止の観点から前項にある代理権

が付与されていない状況下であっても、緊急時においてスタッフがファミリア CL を受診させる

こと、また救急要請等を当保育事業の定める基準に則り行い他の医療機関に搬送することを、事

前的に同意しているものとします 
 
 
第２４条（利用時間と保育料） 
 保育にかかる料金は１時間あたり 1,000 円（以下、規定料金）とします。当保育室を利用する

際は開室時間中に、４時間以上１時間単位で利用時間を設定し利用申込をすべきものとします 
 
２．開室時間において、以下に定める４時間を利用する場合に限りこれを１単位とし、１単位

3,000 円または２単位 5,000 円（以下、パック料金）とします。ただし、１ユーザーが複数名に当

該単位の利用させた場合、別に定める割引が適用される場合があるものとします 
  a.自８時３０分至１２時３０分の４時間 1 単位 
  b.自１２時３０分至１６時３０分の４時間 1 単位 
  c.自８時３０分至１６時３０分の８時間２単位 
 
３．対象患児の利用時間が開室時間外に及ぶときは、ユーザーは２０分あたり 500 円の料金（以

下、延長料金）を負担すべきとします。かかる場合について、当保育事業側都合で開室時間が短

縮されていた場合も同様とします 
 
 
第２５条（支払と計算） 
 当保育事業はユーザーに、初回登録時に登録料、更新日に年会費、利用当日預入れ時点で当日

予定分の保育料（以下、３者を総称し利用料金）を請求し、ユーザーは直ちにこれを支払うもの

とします。当保育事業はかかる請求を口頭で足るものとし、利用料金の受領をもって領収証を発
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行しこれをユーザーに交付します 
 
２．前項において保育料は、領収証の交付をもって当保育事業とユーザーに当該対象患児にかか

る当該日の病児保育契約が有効に発効したものと見做します 
 
３．延長保育が実施され発生した料金ないし保育中臨時に発生した料金等（以下、延長等料金）

がある場合において、原則として利用当日引取り時点より遅滞なく精算すべきとします。かかる

場合において、次回預入れ時点で過日分延長保育料等未払分等の精算を終えるべきとし、万一か

かる支払がなされない場合、ユーザーは当日預入れが却下されうる事を受諾すべきとします 
 
４．当保育事業は、ユーザーの支払いが遅延した場合も利息は発生させないものとします。ただ

し、支払いが確認されるまでの期間、予約申込を受諾しません 
 
 
 

第五章 事故と通報 
 
第２６条（損害賠償と立証責任） 
 当保育事業は当保育室内において発生した対象患児預り保育中の事故に対してのみ賠償責任を

負います。対象患児の保育中に発生した事故について、スタッフの故意または重過失により対象

患児の身体・生命に危険が及びもしくはそれらが害され、またはユーザーないし送迎者（以下、

ユーザー等）の財産が毀損された場合、当保育所が加入している損害賠償責任保険の範囲におい

てのみ賠償を行うものとします 
 
２．前項において当保育事業の性質上、対象患児に属する固有の財産はないものと見做し、また

ユーザー等の身体・生命に対する危険は発生し得ないものと見做します 
 
３．以下の場合、仮に当保育事業に重過失があったとしても、一切の賠償の責を負いません 
  a.ユーザーが当保育事業に対し、必要な情報（第１３条自ｂ至ｆ号に定める事項を含む）を

正確に伝達しなかったことに因る損害 
  b.ユーザー等が金品・有価証券ないし貴重品または危険性を有する物品（以下、金品等）、そ

の他の持参物を適正に管理しないことに起因する損害 
  c.ユーザー等が金品等を対象患児にもたせ、結果他のユーザーの対象患児との間にトラブル

が生じたことに因る損害 
  d.ユーザーの対象患児ではない子に起因する損害 
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  e.ユーザー等が対象患児、もしくは他のユーザーの物品または当保育室の物品に与えた損害 
  f.ユーザー等の言動により直接または間接にもたらされた蓋然性のある、自らまたは他のユ

ーザーの対象患児に惹起された病状の増悪等に伴う損害 
 
４．当保育室内において対象患児に SIDS 等の原因不明の事故（死亡を含む）が発生した場合、

スタッフが当該事故発生時の状況に照らして適切な処置を講じ回避ないし被害の低減を試みた場

合において、当保育事業はかかる結果についての責を負わないものとします。当保育事業とユー

ザーは、かかる事故が原因不明であるか否かは当局の判断に一任するものとし、通常原因不明の

事故においてはそもそも予見不能であることについて合意が得られているものとします 
 
５．当保育事業が対象患児の保育中に対象患児の病状の増悪等を認めた際、かかる状況の発生後

ファミリア CL の介入前に医療スタッフ以外の者が対処した場合、当保育事業のスタッフは当保

育事業の定める規則に則り善管注意義務をもって対処を行ったと判断される状況下においては、

かかる結果についての責を負わないものとします。またファミリア CL の介入後または医療スタ

ッフが対処した場合においては、ユーザーとファミリア CL 間で協議し対応を定めるものとし、

当保育事業は関与せず帰責されないものとします 
 
６．自第１項至第５項にある、当保育事業側に故意または重過失があった旨もしくは善意無過失

または軽過失ではなかった旨に対する、またはその他利用規約および当保育事業の定める規則も

しくは説明に反する事実があったとする主張に対する立証責任はユーザーが負うものとします 
 
４．当保育事業とユーザー間における当該病児保育契約において、当保育事業がユーザー側に果

たすべき債務は確定的に、対象患児を預入れ後、当該対象患児を安寧に当保育室で過ごさせ、生

命予後に対し当保育事業が明確に惹起したとする不安事項がない状況のまま、引取り送迎者に引

き渡すことに限定されるものとします。かかる債務不履行がない旨に対する立証責任は当保育事

業が当然に負うものとするも、前段における安寧に過ごせたか否か、または生命予後に対して明

確に惹起された不安事項があるか否か、もしくは惹起されたとしてその帰責性は何処か、につい

ての立証はユーザー側が負うものとします 
 
 
第２７条（通報） 
 第１１条第１項自 a 至 e 号に該当する行為のうち、当保育事業の基準に照らして特に悪質と考

えられるものについては当局に通報します 
 
２．児童虐待の防止等に関する法律第６条の定めるところにより、当保育事業は当保育事業の基

準に則り児童虐待の可能性があると判断されるケースを児童相談所に通報します 
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３．当保育室外におけるトラブル、駐車場トラブル等について当保育事業は関与しないものの、

当保育室関係者が危惧を抱く程度となった場合は、通報を行うものとします 
 
 
 

第六章 その他 
 
第２８条（細則等） 
 業務遂行上必要な基準ないし規則は別途当保育事業が定め、これを当保育室にて公開します 
 
 
第２９条（規約等の改定） 
 当保育事業は、必要に応じて本利用規約を変更し改定することができるものとします 
 
２．本利用規約が改定される場合、当保育事業は変更後の規約を実施１ヶ月前よりユーザーに対

し公開するものとします。公開以後に利用予定ある場合、ユーザーが預入れの際に最新の規約に

同意することを求めます 
 
３．前項において改定後の利用規約に同意がなされない場合、ユーザーは当日預入れが却下され

うる事を受諾すべきとし、当保育事業は同意が確認されるまでの期間、予約申込を受諾しません 
 
 
第３０条（サービスの変更・停止・廃止） 
 当保育事業は、天災・人災、法令制定・改廃、行政指導、社会情勢ないし経済状況の著しい変

化またはその他やむを得ない事情が生じた際に、本サービスの一部もしくは全部を変更、停止ま

たは廃止することがあり得るものとします 
 
 
第３１条（管轄裁判所） 
 本利用規約に起因して生じた一切の紛争について、第一審の専属的合意管轄裁判所は千葉地方

裁判所館山支部とします 
 
 
 


