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2011 年 11 月 25 日 

保育所運営の JP ホールディングス、緊急時の救命対応強化 

保育所全 104 施設へ、心肺蘇生用人形計 500 体を導入 

・各保育所ごとに心肺蘇生訓練を行える体制を整え、年複数回の訓練できる環境に！  

・11 月 29 日（火）、全園長対象の心肺蘇生訓練を皮切りに、保育従事者 1290 人の心肺蘇生訓練強化 

・2013 年 3 月までに、小児・成人兼用 AED を当社運営全保育施設に可能な限り配備 

※11 月 29 日（火）の保育園園長による心肺蘇生訓練は、マスコミ各社様の当日取材を受付ます。 

保育所運営の最大手 JP ホールディングス（名古屋市、山口洋 社長、東証第 2 部）は、

当社保育施設に通う乳児、小児、保護者の方の万一の事態に備え、各保育施設における

心肺蘇生訓練の強化を図ります。 

11 月 29 日（火）までに、ミニアン（1 歳以上の幼児を模した心肺蘇生練習用人形）

を 200 体、さらに 2012 年 1 月上旬までに、ミニベビー（乳児を模した心肺蘇生練習用

人形）300 体を揃え、ミニアンとミニベビーそれぞれ１体以上を各施設の規模に合わせ

て配備します。 

さらに、11 月 29 日（火）に園長を対象に行う心肺蘇生訓練を皮切りに、各園ごとに

園長と現場保育士の心肺蘇生訓練が行える機会を創出します。これにより、基本 8 時間

労働と多忙な保育士が空き時間を調整することで年複数回の訓練が可能となり、より安

心で安全な保育環境を提供できる体制となります。 

また、2013 年 3 月末までに、当社が運営する保育所 104 施設を始めとする保育施設全

151 施設へ、小児と成人への使用兼用の AED※（自動体外式除細動器）の配備を可能な限

りすすめます。現時点で、配備済みの保育施設は 15 園で、年内に新たに４園に配備致しま

す。 

※AED とは、何らかの原因で突然心肺停止した人の心電図を解析し、必要に応じて電気ショックを与え、蘇生さ

せる装置です。日本では、心停止者の救命には迅速な処置が必要であるという観点より、2004 年 7 月から一般市

民の AED 使用が認可されました。また、2006 年から子供にも AED の使用が認められ、公共施設や交通機関を中

心に、AED の設置が広がりつつあります。大人用 AED は、8 歳以上または体重が 25 キロ以上、小児用（子供用）

の AED は１歳以上８歳未満への使用と定められています。 

 

 救急車の到着時間、病院収容までの時間は、

過去最長を記録し、救急救命士による「除細動」

の救急救命処置件数も増加傾向にあります。

（総務省消防庁発表：平成 22 年救急・救助の

概要）また、厚生労働省の調査によると、保育

所内における乳幼児突然死症候群(SIDS)や、健

康な小児がボール遊びなどで胸部へ突然の外部

圧迫により心臓が止まる「心臓震盪（しんぞうし

んとう）」が毎年複数報告されており、保育所に

おける救命強化が重要視されています。 
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【より安全な保育の質向上を目指す安心・安全への取り組みについて】 

保育事業には、高い安全意識とコンプライアンスが求められます。当社では、社内に安

全委員会を設置するほか、各保育所のダブルチェック体制を築いています。各保育所のダ

ブルチェックは、各保育所の保育士による毎日の安全点検のほか、年 4 回程度他保育所で

働く保育士が保育所で実際に働きながら保育設備・保育内容の安全確認を行い、200 項目以

上に渡るチェックリストで査定します。 

また、個々の保育能力を高めるための社内研修を行っています。社内研修には、保健、

給食、保育実技、危機管理、発達、就学支援、コミュニケーション等の分野から自分に合

う内容を探して受けられる年間のべ約 200 回実施の「一般研修」や、園長、主任、新人な

ど、階層に応じてスキルアップを図る「階層別研修」、園長から の推薦者・選抜者が参加

できる「海外研修」があります。 

全保育施設への心肺蘇生訓練用人形（ミニアン、ミニベビー）導入 概要 

目 的 緊急時の救命強化による、より充実した保育支援体制の構築 

器具・ 

設置時期 

・設置数 

ミニアン、ミニベビー各 1 体以上を、当社運営保育所全 104 カ所に配備。 

2011 年 11 月 29 日（火）、ミニアン 200 体 導入  

※ミニアンとは、1 歳以上の幼児を模した心肺蘇生練習用人形。 

2012 年 1 月上旬以降、ミニベビー300 体 導入予定 

※ミニベビーは、乳児を模した心肺蘇生練習用人形。 

対象施設 ■保育所全 104 施設 （2011 年 10 月末現在） 

小児・成人兼用 AED 導入 概要 

目 的 緊急時の救命強化による、より充実した保育支援体制の構築 

設置時期 

 

2013 年 3 月末までに、各保育施設に 1 台以上設置予定。 

2011 年 11 月 24 日現在、小児・成人兼用 AED 設置済みは、15 施設。 

対象施設 ■保育所全 104 施設、学童クラブ全 40 施設、児童館全 7 施設 （2011 年 10 月末現在） 

設置器具 小児・成人兼用の AED（自動体外式除細動器） 

保育園 園長対象の心肺蘇生訓練講習会 概要 

目 的 保育従事者の緊急時の救命対応強化 

開催日 園長対象の心配蘇生訓練講習会：2011 年 11 月 29 日（火） 

開催場所 JP ホールディングス東京支社 会議室内 

対象 

当社運営保育所の各園園長約 100 名(出席予定) 

※園長対象の講習会を皮切りに、各園で年複数回の心肺蘇生訓練講習会を展開予定。 

■全保育施設で働く保育従事者全 1290 名 

内容 

・講習（約 30 分） 

－救急車が来るまでの迅速な対応や、心肺蘇生法・AED の取り扱い方法について 

・実技（約 60 分） 

－ミニアン（人形）を使用して、幼児、成人、各対象における心肺蘇生、AED の緊急対応訓練。 

使用器具：AED、ミニアン 

AED 講習の指導員には、キヤノンマーケティングジャパン株式会社の社員で、ＡＥＤを使用した

一次救命方法の普及活動にあたっている勝田弘之氏を迎えます。 
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JP ホールディングスの運営施設一覧 

 No. 形態 所在地 保育園名 No. 形態 所在地

1 アスク二番町保育園 1

2 アスク関町北保育園 2

3 アスクもんなか保育園 3

4 アスクうのき保育園 4

5 アスク勝どき保育園 5

6 アスク晴海3丁目保育園 6

7 アスク芝浦４丁目保育園 7

8 アスク上板橋保育園 8

9 アスクやくも保育園 9

10 アスク大森保育園 10

11 アスク石神井台保育園 11

12 アスク豊玉中央保育園 12

13 アスク西一之江保育園 13

14 アスクむさし小金井保育園 14

15 アスクこくぶんじ南町保育園 15

16 アスク石神井まち保育園 16

17 アスクたなし保育園 17

18 アスク上大岡保育園 18

19 アスク戸塚保育園 19

20 アスクいどがや保育園 20

21 アスク大倉山保育園 21

22 アスク吉野町保育園 22

23 アスク北山田保育園 23

24 アスク和田町保育園 24

25 アスクセンター南保育園 25

26 アスクセンター北保育園 26

27 アスク港南中央保育園

28 アスク藤が丘保育園

29 アスク新杉田保育園 No. 学童クラブ・児童館 所在地 保育園名

30 アスクさぎぬま保育園 1 学童クラブ 東京都

31 アスク高津保育園 2

32 アスク日吉本町開善保育園 3

33 アスク日吉東保育園 4

34 アスク馬車道保育園 5

35 アスク山下町保育園 6

36 アスク川崎東口保育園 7

37 アスク川崎西口保育園 8

38 アスク元住吉保育園 9

39 アスク溝の口保育園 10

40 アスク大和保育園 11

41 アスク新丸子保育園 12

42 アスク宮前平えきまえ保育園 13

43 川崎市宮前平保育園 14

44 アスクゆめみらい保育園 15

45 アスク上小田中保育園 16

46 アスク下小田中保育園 17

47 アスク武蔵小杉保育園 18

48 アスク向ヶ丘遊園北保育園

49 アスク向ヶ丘遊園南保育園 19

50 アスクかじがや保育園 20

51 アスク東門前保育園 21

52 アスク東川口保育園 22

53 川口市立 川口駅前保育所 23

54 川口市立青木保育所 24

55 アスク東大宮保育園 25

56 アスク志木駅前保育園 26

57 アスクわかば保育園 27

58 野田市立尾崎保育所 28

59 野田市立古布内保育所 29

60 アスク川間保育園 30

61 アスク舞浜保育園 31

62 アスク海浜幕張保育園 32

63 アスク七光台保育園 33

64 尾張旭市立茅ヶ池保育園 34

65 アスク新瀬戸保育園 35

66 江南市立布袋北保育園 36

67 大府市立共和東保育園 37

68 大阪府 アスク久宝寺駅前保育園 38

69 宮城県 アスク長町南保育園 39 千葉県

1

No. 形態 所在地 保育園名 2

1 あざみ野保育室 3

2 本牧保育室 4 埼玉県

3 山手保育室 5

1 港区たかはま保育室 6

2 港区桂坂保育室 7

3 保育室 小島保育室 ※一覧は2011年11月1日時点

1 認定保育園 神奈川県 アスク橋本保育園

2 愛知県 アスクあじま保育園 72施設

3 京都府 アスク向日保育園 26施設

6施設

40施設

7施設

保育園名

アスク池上保育園

アスク不動前保育園

アスク東大島保育園

アスク西新宿保育園

アスク下丸子保育保育園

アスク板橋保育園

アスク晴海保育園

アスクおんたけ保育園

アスクお台場保育園

アスク汐留保育園

アスク飯田橋保育園

アスク永福保育園

アスク両国保育園

アスク雪谷大塚保育園

埼玉県

アスク明大前保育園

アスク浅草橋保育園

アスク西国分寺保育園

アスクやのくち保育園

アスク豊洲保育保育園

調布市立おおまち第二学童クラブ

三鷹市六小学童保育所B

アスク人形町駅前保育園

アスク江戸川まつしま保育園

渋谷区長谷戸小学校放課後クラブ

神奈川県

千葉県

千代田区二番町こどもクラブ

港区桂坂児童クラブ

アスク神楽坂保育園

アスク亀戸保育園

狭山市立中央児童館

北区立赤羽西五丁目育成室

港区放課GO→しば

渋谷区臨川小学校放課後クラブ

社会福祉法人

東京都

アスクひばりヶ丘保育園

アスク池袋保育園

アスク高田馬場保育園

三鷹市南浦小学童保育所A
愛知県

三鷹市六小学童保育所A

野田市立二川学童保育所

東京都
認証保育所

東京都

保育所
（計104カ所）

江東きっずクラブ一亀

台東入谷こどもクラブ

北区第一さくらクラブ

北区第二さくらクラブ

学童クラブ

児童館

認可保育所（暫定認可含む）

認証保育所

その他

学童クラブ・児童館

保育所

横浜保育室 神奈川県

渋谷区猿楽小学校放課後クラブ

渋谷区広尾小学校放課後クラブ

渋谷区加計塚小学校放課後クラブ

北区立袋育成室

練馬区立関町小学童クラブ

中野区立啓明学童クラブ

中野区立江原学童クラブ

中野区立中野神明学童クラブ

渋谷区常磐松小学校放課後クラブ

放課GO→おなりもん

江東区げんきっず扇橋

江東区げんきっず平久

江東区げんきっず五大

尾張旭市三郷児童館

尾張旭市中部児童館

三鷹市南浦小学童保育所B

三鷹むらさき子どもひろば

北区立赤北ひばりクラブ

三鷹むらさき子どもひろば

三鷹市四小学童保育所

暫定保育室 東京都

中野江原こどもクラブ

中野区立かみさぎ学童クラブ

調布市立ふじみだい学童クラブ

認可保育所

稲城市矢野口こどもクラブ

港区放課GO→ひがしまち

港区放課GO→ほんむら

北区立赤羽西五丁目児童館

調布市立おおまち第一学童クラブ

中野区立谷戸学童クラブ

港区放課GO→あかさか

東京都

愛知県

児童館

津島市中央児童館

北区袋児童館
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JP ホールディングス連結企業 

社名 事業内容 詳細 

㈱日本保育サービス  子育て支援事業  

■保育所 （計 104 カ所） 

利用者のご要望に応じて 365 日開園といった画期的な

サービスも展開。アスクの名称園を中心に認可保育所

72 施設、認証保育所 26 施設、その他 6 施設を運営 

■学童クラブ （計 40 カ所） 

40 施設を運営 

■児童館 （計 7 カ所） 

指定管理者として児童館 7 施設を運営 

※運営施設数は 2011年 11月 1日時点 

㈱四国保育サービス  子育て支援事業  地元企業と業務提携し四国での子育て支援事業を展開 

㈱ジェイキッチ ン 飲食と給食の請負事業 保育所向け給食の請負 

㈱ジェイ・プランニング販売  物品販売事業  保育用品の企画･販売、オフィスへのコーヒーサービス 

㈱ジェイキャスト  業 務 請 負  体操教室・英語教室の請負 

JP ホールディングス会社概要 

社 名 株式会社 JP ホールディングス （東証第二部：証券コード：2749） 

本 社 
〒461-0004 名古屋市東区葵 3-15-31 住友生命千種ニュータワービル 17F 

TEL：052-933-5419 FAX：052-933-5467 

支 社 
東京支社／〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 3-3-3 三優ビル 6F 

TEL：03-5332-7888 FAX：03-5332-7889 

代 表 者 代表取締役社長 山口 洋（やまぐち ひろみ） 

設 立 1993 年（平成 5 年）3 月 31 日 

売 上 高 91 億 6,600 万円 平成 23 年 3 月期 

資 本 金 9 億 1900 万円 平成 23 年 9 月末 

従 業 員 数 正社員 1,503人 臨時雇用者数 991人  平成 23年 9月末 

事 業 内 容 子育て支援事業、飲食事業および給食の請負事業、物品販売事業 

グループ会社 
㈱日本保育サービス、㈱四国保育サービス、㈱ジェイ・プランニング販売、 

㈱ジェイキッチン、㈱ジェイキャスト 

 

 

 

 

 

 

 

共同 PR㈱ 担当：渡辺、多田 

TEL：03-3571-5238／090-2658-5778（渡辺） 

FAX：03-3571-5380 

E-mail： k-watanabe@kyodo-pr.co.jp（渡辺） 

㈱JP ホールディングス 東京支社 

社長室秘書：田上 

TEL：03-5332-7888 

FAX：03-5332-7889 

報道各位からのお問合せ先 

mailto:t-sawamoto@kyodo-pr.co.jp

