
事業者
保護者の （１）保育料
負担について （２）実費徴収

保育園の概要 法人創立年月日
事業許可年月日
施設長名
特別保育の実施状況 障がい児保育、延長保育１時間
嘱託医 伊都こどもクリニック：山口　覚 （３）延長保育

施設の概要 敷地面積 １.４４７.８０㎡
建物 鉄筋コンクリート造陸屋根２階建

延べ床面積１.１０８.０９㎡
施設の内容 乳児ほふく室・調乳室１３１.４５㎡、調理室４２.０４㎡ 年間行事予定 月

保育室５室３５５.３１㎡、多目的ホール８３.６３㎡ 平成２６年度 　４月
乳幼児用トイレ４箇所、屋外遊技場２７０㎡ 　５月
※高校グランドも園庭として使用できます。 　６月

　７月
　８月

職員体制 園長 １名 　９月
主任保育士 １名 １０月
保育士 30名 １１月
調理員 4名 １２月
事務員 2名 　１月
嘱託医 1名 　２月

　３月
給食について その他

寝具について
　　　
車での送迎
について

クラス編成 区分 年齢 組 定員 担任数 福岡舞鶴高校
0 たんぽぽ 21 7 誠和中学校

３歳未満児 1 ちゅうりっぷ 21 4 との交流
2 こすもす 27 5
3 さくら 27 2 健康・衛生

３歳以上児 4 ひまわり 27 1 について
5 ききょう 27 1

保育について

縦割り保育のよさを取り入れていっています。

福岡舞鶴誠和保育園について 職員への研修の 各自のスキルアップのために、全ての職員を対象に
実施状況 外部研修・園内研修を実施

事業者の名称 社会福祉法人　福岡舞鶴誠和会

法人の電話番号 ０９２－８０６－０４１５（第Ⅰ） ①絵本代　毎月５００円程度
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教材費　５００円～７００円程度

代表者氏名 理事長　山手　俊子 保育料は福岡市が決定します。
法人の所在地 福岡市西区横浜３丁目８－１ 保育料の他に保護者にご負担頂くもの

内科検診①
春の遠足・高校体育祭参加（３歳以上児）・歯科検診

　　　　　３歳未満児１回５,０００円

行事内容

⑦道具・制服・カバン・など（３歳進級時）２５,０００円程度
単発　　３歳以上児１回６００円　
　　　　　３歳未満児１回８００円
月極　　３歳以上児１回４,０００円

③寝具代　毎月１,５００円程度（午睡を行う子ども）
④主食代　毎月１,０００円程度（３歳以上児）
⑤ＤＶＤアルバム積立　毎月３００円程度
⑥消耗品など実費

節分（豆まき）・保育参観
お別れ会・防災教室・卒園式・入園式

毎月実施　　誕生会・避難訓練・身体測定

いも掘り・交通安全指導
生活発表会（高校体育館）
もちつき・伝承遊び

運動会（高校体育館）
内科検診②・高校文化祭（作品展示）

保育参観・ぎょう虫検査・尿検査（４・５歳児のみ）
七夕・プール遊び
プール遊び

ボランティア活動や行事の参加や手伝いなど、年間を通じて交流しています。
運動会や生活発表会、体育館、ビオトープその他、高校の施設を利用させて
頂いています。

月２回の業者による交換・消毒を行います。
安全確保の観点から、お子さまの送迎用の自家用車は事前登録とし、駐車は
時間帯を指定した上での利用とさせて頂いています。

高校ボランティア活動・果物狩り・成長の記録（年２回）

保護者の方が寝具交換を行う必要はありません

先に電話致します。そのため、緊急連絡先は常時明確にして頂くように全ての
保護者の方へお願いしています。

・環境と経験（体験）を大切にし、遊びや活動の中から自らが学んでいく保育を
　心掛けています。
３歳未満児　　十分に養護の行き届いた環境の中で基本的な生活習慣・生きる力

全クラスに床暖房、全館に空気清浄機、湿度自動管理のエアコンを設置して
ています。大気汚染や衛生面に十分配慮しています。
急な発熱、ケガ等お子さまの状態に変化があった場合は、保護者の緊急連絡

       ※ご不明の点は、お尋ねください。

園児の発達段階に応じた横割り保育を基本にしながら、保育活動の内容によって

　　　　　　　　　の基礎を培います。
３歳以上児　　養護プラス教育の段階です。基本的生活習慣の定着に就学前保育
　　　　　　　　　の視点が加わります。
運動、音楽、絵画・制作、高校外国人教師による英語レッスン（４．５歳）など

平成22年8月10日
平成22年4月　1日
藤川　俊江

開所日 月曜日から土曜日まで
開園日 午前７時から午後６時まで
短時間保育の保育時間 午前８時３０分から午後４時３０分まで

★乳幼児期は親子の関係を深め、人間形成の基礎を培う大切な時期です。お仕事がお休みの間は

★お子さまの健康と安全を守るために、子ども達の病気について共通理解のもと最大限の予防策を
　お子さまとご一緒に過ごして頂きますようにお願い致します。

　講じています。保育園は集団生活の場です。本人の早い回復はもちろん、ご家族や他の子への
　感染拡大を広げてしまうこともあります。集団生活に対応できない場合もありますので、必ず医師の

　完全給食を実施しています。昼食・おやつ・離乳食は全て園内の調理室で調理
して提供しています。３歳以上児でも、基本的に保護者の方が主食を持参して頂
く必要はありません。（園外保育時などは除く）
　アレルギー児童への給食対応に関しては、医師の診断書を保育園に提出して
頂き、個別にご相談させて頂いています。

　（牛乳・卵・果物の場合は調理室で除去食を用意致します）
除去食の提供が困難な場合は、家庭からお弁当を持参して頂く場合もあります。

　診断を受け、家庭での治療を心掛けて下さい。（病児保育を紹介しています)

休園日 日曜日、国民の祝日、休日
年末年始（１２月２９日から１月３日）

★入園式・卒園式・運動会・生活発表会・参観（年２回程度）などの行事は、土曜日に計画しています。
　行事終了をもって降園となりますので、ご了承ください。



事業者
保護者の （１）保育料
負担について （２）実費徴収

保育園の概要 法人創立年月日
事業許可年月日
施設長名 藤川　俊江
特別保育の実施状況 障がい児保育、延長保育１時間
嘱託医 伊都こどもクリニック：山口　覚 （３）延長保育

施設の概要 敷地面積 １.４４７㎡
建物 鉄筋コンクリート造陸屋根２階建

延べ床面積１１６.９０３㎡
施設の内容 乳児ほふく室・調乳室５０.４３㎡、調理室３４.４３㎡ 年間行事予定 月

保育室５室２４４.６㎡、多目的ホール８７.１６㎡ 平成２６年度 　４月
乳幼児用トイレ４箇所、屋外遊技場２８０㎡ 　５月
※高校グランドも園庭として使用できます。 　６月

　７月
　８月

職員体制 園長 １名 　９月
主任保育士 １名 １０月
保育士 ２０名 １１月
調理員 ３名 １２月
事務員 ２名 　１月
嘱託医 １名 　２月

　３月
給食について その他

寝具について
　　　
車での送迎
について

クラス編成 区分 年齢 組 定員 担任数 福岡舞鶴高校
0 りす 12 4 誠和中学校

３歳未満児 1 うさぎ 18 3 との交流
2 こあら 20 4
3 きりん 20 2 健康・衛生

３歳以上児 4 らいおん 20 1 について
5 ぞう 20 1

保育について

縦割り保育のよさを取り入れていっています。

職員への研修の 各自のスキルアップのために、全ての職員を対象に
実施状況 外部研修・園内研修を実施

①絵本代　毎月５００円程度
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教材費　５００円～７００円程度

事業者の名称 社会福祉法人　福岡舞鶴誠和会
代表者氏名 理事長　山手　俊子 保育料は福岡市が決定します。
法人の所在地 福岡市西区徳永1118-1 保育料の他に保護者にご負担頂くもの

内科検診①
春の遠足・高校体育祭参加（３歳以上児）・歯科検診

　　　　　３歳未満児１回５,０００円

行事内容

⑦道具・制服・カバン・など（３歳進級時）２５,０００円程度
単発　　３歳以上児１回６００円　
　　　　　３歳未満児１回８００円
月極　　３歳以上児１回４,０００円

③寝具代　毎月１,５００円程度（午睡を行う子ども）
④主食代　毎月１,０００円程度（３歳以上児）
⑤ＤＶＤアルバム積立　毎月３００円程度
⑥消耗品など実費

節分（豆まき）・保育参観
お別れ会・防災教室・卒園式・入園式

毎月実施　　誕生会・避難訓練・身体測定

いも掘り・交通安全指導
生活発表会（高校体育館）
もちつき・伝承遊び

運動会（高校体育館）
内科検診②・高校文化祭（作品展示）

保育参観・ぎょう虫検査・尿検査（４・５歳児のみ）
七夕・プール遊び
プール遊び

ボランティア活動や行事の参加や手伝いなど、年間を通じて交流しています。
運動会や生活発表会、体育館、ビオトープその他、高校の施設を利用させて
頂いています。

月２回の業者による交換・消毒を行います。
安全確保の観点から、お子さまの送迎用の自家用車は事前登録とし、駐車は
時間帯を指定した上での利用とさせて頂いています。

高校ボランティア活動・果物狩り・成長の記録（年２回）

保護者の方が寝具交換を行う必要はありません

先に電話致します。そのため、緊急連絡先は常時明確にして頂くように全ての
保護者の方へお願いしています。

・環境と経験（体験）を大切にし、遊びや活動の中から自らが学んでいく保育を
　心掛けています。
３歳未満児　　十分に養護の行き届いた環境の中で基本的な生活習慣・生きる力

全クラスに床暖房、全館に空気清浄機、湿度自動管理のエアコンを設置して
ています。大気汚染や衛生面に十分配慮しています。
急な発熱、ケガ等お子さまの状態に変化があった場合は、保護者の緊急連絡

園児の発達段階に応じた横割り保育を基本にしながら、保育活動の内容によって　講じています。保育園は集団生活の場です。本人の早い回復はもちろん、ご家族や他の子への

　　　　　　　　　の基礎を培います。
３歳以上児　　養護プラス教育の段階です。基本的生活習慣の定着に就学前保育
　　　　　　　　　の視点が加わります。
運動、音楽、絵画・制作、高校外国人教師による英語レッスン（４．５歳）など

★乳幼児期は親子の関係を深め、人間形成の基礎を培う大切な時期です。お仕事がお休みの間は

★お子さまの健康と安全を守るために、子ども達の病気について共通理解のもと最大限の予防策を

 ※ご不明の点はお尋ねください。★入園式・卒園式・運動会・生活発表会・参観（年２回程度）などの行事は、土曜日に計画しています。
　行事終了をもって降園となりますので、ご了承ください。

　お子さまとご一緒に過ごして頂きますようにお願い致します。

　感染拡大を広げてしまうこともあります。集団生活に対応できない場合もありますので、必ず医師の
　診断を受け、家庭での治療を心掛けて下さい。（病児保育を紹介しています)

除去食の提供が困難な場合は、家庭からお弁当を持参して頂く場合もあります。
　（牛乳・卵・果物の場合は調理室で除去食を用意致します）

休園日 日曜日、国民の祝日、休日
年末年始（１２月２９日から１月３日）

平成22年8月10日
平成23年4月1日

　完全給食を実施しています。昼食・おやつ・離乳食は全て園内の調理室で調理
して提供しています。３歳以上児でも、基本的に保護者の方が主食を持参して頂
く必要はありません。（園外保育時などは除く）
　アレルギー児童への給食対応に関しては、医師の診断書を保育園に提出して
頂き、個別にご相談させて頂いています。

開所日 月曜日から土曜日まで
開園日 午前７時から午後６時まで
短時間保育の保育時間 午前８時３０分から午後４時３０分まで

法人の電話番号 092-805-1717

福岡舞鶴誠和保育園（分館）について


