
中比恵ソレイユガーデン保育園 重要事項説明書 

             〈令和 元年 10月 1日 現在〉 

１  事業者 

事業者の名称 社会福祉法人 春陽会 

代表者氏名 理事長 春田 整秀 

法人の所在地 福岡県糸島市高祖899番地の1 

法人の電話番号 092-323-8851 

定款の目的に定めた事業 第２種社会福祉事業 保育所の経営 

 

２  事業の目的 

児童福祉法に基づいて、乳児及び幼児の保育事業を行うこと。 

 

３ 運営方針 

  『今、いちばんたいせつなことを 今 そのときに』  生き生きとした顔で、やりたいこ

とと忠実に向き合う経験は、生きていく力の基盤。無限の可能性を秘めている子どもたちが、

この乳幼児期にどんな時間を過ごすのかはとても大事です。中比恵ソレイユガーデン保育

園が目指す保育・教育は「あせらず、のがさず、その子にとって今、いちばん大切なことを、

今そのときに」 子どもたちと同じ目線で、発見を喜ぶ時間をたくさんすごしたい。保護者

の方と、親になった喜びと不安を共有したい。ひとりひとりの成長を、みんなで喜び合いな

がら、小さな積み重ねを丁寧にひとつずつ・・・いつか、ゆっくり実を結ぶ、その時が必ず来る

ことを信じ毎日を大切に過ごしています。  

 

（１） 家庭的な温かい雰囲気の中で、子どもが安心して園生活をおくれるようかつ、自己発揮

できるよう保育指針を遵守し、人的・物的環境の整備づくりに努める。 

（２） 一人ひとりの発達課題を的確に把握し、常に子どもの視座に立つことを心がけ、一人ひ

とりの発達のプロセスを尊重しながら保育していく。 

（３） 地域社会との連携を深め、子どもや保護者の姿を地域の中に見えやすくすると同時に、

誰もが参画しやすい保育園づくりを行う。 

 

４  保育所の概要 

名     称 中比恵ソレイユガーデン保育園 

所  在  地 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目12番34号 

電 話 番 号 092-260-8655 

法人創立年月日 昭和55年6月3日 

事業認可年月日 平成29年4月1日 

施設長氏名 春田 雅孝 

利 用 定 員 0歳児    …12名    1・2歳児  …24名 

3・4･5歳児…54名             計90名  

職  員  数 29名 

特別保育の実施状況 延長保育（月～金の2時間），障がい児保育 

職員への研修の実

施状況 

職種、経験に基づき各自の仕事のレベルを高めるために全ての

職員に実施 

嘱  託  医 ながら医院：長柄 均 

 



５ 開所日・開所時間及び休所日 

開所日 月曜日から土曜日まで 

開所時間 午前７時00分から午後6時00分まで 

保育短時間の

保育時間 

午前8時45分から午後4時45分まで 

休所日 日曜日、国民の祝日、休日、年末年始（12月29日から1月3日） 

 

６ 施設の概要 

敷地 面積  861㎡ 

建   物 木造ルーフィングぶき2階建て 延べ床面積680.33㎡ 

施設の内容 

乳児室・ほふく室 2室 面積100.19㎡  調理室30.73㎡           

保育室6室・遊戯室1室 面積219.47㎡  調乳室 6.41㎡            

乳幼児用トイレ 4箇所  屋外遊戯場247.53㎡ 

設   備 冷暖房、床暖房、組立プール、二重サッシ、強化ガラス 

安全保障 乳幼児賠償責任保険加入 

 

７ 職員体制（令和元年10月1日現在） 

職 名  人数 

園長  1人 

副園長 1人 

主任保育士 1 人 

保育士 21人 

調理員 4人 

事務員 1人 

嘱託医 1人 

 

８ 保護者の負担について 

（１） 保育料 

保育料は福岡市が決定します。 

（２）実費徴収 

保育料のほかに，保護者にご負担いただくものとして以下のものがあります。 

① 制服代 3歳以上児 35,000円～40,000円（洗い替え含む） 

② 年度初め保育用品購入費 0～2歳児 600円～1,300円 3～5歳児 2,600～7,000円 

③ アルバム代（5歳児 4,000円） 

④ 主食費 毎月1,000円 副食費 毎月6,000円 3歳以上児 

（副食費については減免対象者あり） 

⑤ 布おむつ代 1枚25円 おむつを必要とする子ども 

⑥ 保護者会年間会費 6,000円（1期2,000円×3期分） 誕生会、運動会、クリスマス会等

のプレゼント、親子遠足補助、観劇会補助、保険など 

⑦ 上記の他、園外保育（遠足）のバス代など必要な実費については随時お知らせします。 
 

（３）延長保育料 

    18：00～19：00  1回30分300円、     19:00～20：00  １回30分500円 

月極1時間 4,000円、  2時間 13,000円   

   ※毎年料金の見直しをしますので、料金を変更する場合もあります。 

 



９ 給食について 

当園の給食の方針 

保育園の給食は、全ての活動の源となる大切なもの、また子どもた

ちの健全な心身の発達に欠かせないものと認識し、良質で安全な、

楽しくおいしい給食を目指しております。農家と直接契約すること

で美味しい糸島産のお米やお肉、旬の野菜、宗像より新鮮な魚を取

り入れ、天然素材のダシを使い、化学調味料を一切使わず、和食を

中心とした献立を取り入れ、陶器のお皿を使用し提供しています。 

また、梅干し・らっきょう・みそを子どもたちと一緒に作り、食に関し

ての興味・関心を深め、食事への積極的な姿勢を育んでいます。 

昼食・おやつ 

『今日もまた食べ物がある事、作って下さる人がいることに、ありが

とうの気持ちを込めて』いただく事を大切にしています。 

３・４・５歳児は主食費（お米代）と副食費を頂き、温かい物は温かく食

べて欲しいという思いから全園児完全給食にしています。おやつ

はクッキーやパン等すべて手作りにこだわっています。また、『いり

こや昆布』も取り入れ、顎の発達など考慮したおやつを低年齢より

工夫し提供しています。保護者の方へは、毎月月末に翌月の献立表

をお配りします。 

アレルギー等 

への対応 

アレルギーが疑われる場合、医師の診断書（又は指示書）を保育園

に提出してください。個別にご相談の上、診断書（又は指示書）に基

づき当園で除去可能な物は除去食・代替食で対応致します。 

 

 

10 その他 

  ◎入所の決定につきましては、福岡市が行います。保育園は一切関与致しません。 

   

  ◎本園に入園の際は、別紙『入園のしおり』の内容に従って利用をお願い致します。 

 

  ◎土曜日の延長保育はありません。 

 

  ◎園のイベントや災害等の関係上、早い時間の降園をお願いする場合があります。 

 

  ◎保育短時間認定の方は、保育時間（8：45～16：45）以外の時間は延長保育料金が掛かり

ます。（7：00～8：45  16：45～18：00  1回15分150円  ※18：00以降は（3）延長保育

料と同じです。毎年料金の見直しをしますので、料金を変更する場合もあります。） 

 

  ◎園のイベント等の写真や記事を新聞やテレビ等に掲載する事がありますので、お子様

の写真や、記事に名前が掲載される場合があります。（但し個人情報ですので、写真と記

事の名前は一致しません） 

 

 

 

 

 

 



11 年間イベント予定 

月   行 事 内 容 

４月 
★入園・進級式（4/1）、★親子遠足（吉野ヶ里公園） 

※糸島バス遠足（A/竹の子掘り）、子どもの日の集い、内科検診 

５月 
※糸島バス遠足（A/みかん山）、★保護者会総会・園長講話、 

歯科検診 

６月 
★保育参観（A・B・C）、※糸島バス遠足（A/田植え・牛舎見学） 

★個人面談、博多消防署見学（A・B）、プール開き、尿検査 

７月 
七夕会、笹焼き、※糸島バス遠足（A/夏のおでかけ）、 

★親子竹馬づくり教室（A）、1学期終園式、小学１年生同窓会 

８月 
2学期始園式、カレー作り（A）、どろんこあそび 

ボディペインティング 

９月 
観劇会、内科検診 

★運動会 

１０月 
※糸島バス遠足（A/稲刈り）、芋ほり遠足（A・B・C）、 

★秋まつり・バザー、おすもう大会、ハロウィーンパーティ 

１１月 
糸島バス遠足（A・B・C/みかん狩り、雷山観音参拝）、 

七五三参拝、山登り（A） 

１２月 
★おゆうぎ会、防災ｾﾝﾀｰ見学（A）、もちつき会、クリスマス会 

門松作り（A）、2学期終園式 

１月 
3学期始園式、★親子凧揚げ会（A）、 

★保育参観（A・B・C）、かるた会、マラソン大会 

２月 
豆まき会、★作品展・個人面談、交通安全教室、 

ドッジボール交流会（A）、テーブルマナー（A） 

３月 
ひな祭り会、新入園児説明会、お別れパーティ、 

★親子お別れ遠足（A）、★卒園式（A・B）、3学期終園式 

① 『★』印がついているイベントは、ご家族の方も参加して下さい。 

② 天候や都合により変更することがありますので、毎月の園だよりで再確認して下さい。 

③ お子様の誕生日には保護者の方を招きクラスにて誕生会を行い、給食も一緒に召し上

がっていただきますので、ご参加ください。 

④ 毎月の園外保育の日にお弁当の日を設けています。ご家庭とお子様をつなぐ大切な日

です。（ABC） 

⑤ 毎月2回 英会話教室（ABC）、体育教室（ABC）、絵画教室（AB）があります。 

⑥ 毎月身体測定、消火避難訓練実施します。 

⑦ A・・・年長児、B・・・年中児、C・・・年少児、の参加印です。 

⑧ 毎月の給食では季節の行事にちなんだおたのしみメニューがあります。 

⑨ ※の糸島バス遠足はAぐみの体験遠足です。 

 

 

 

 


