
 

社会福祉法人五月会 いずみ保育園（重要事項説明書） 

                 〈令和2年 10月1日 現在〉 

１.  事業者 

事業者の名称 社会福祉法人 五月会 いずみ保育園 

代表者氏名 理事長  泉 智恵子 

法人の所在地 福岡県福岡市南区柳河内２丁目６番９６号 

法人の電話番号 092-512-0077 

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 

養護と教育の両面から心に十分なゆとりをもたせ、柔軟性のある基礎づくりをしながら、

「感動」「意欲」「集中力」「根気」など大切な芽がまっすぐ伸びていくよう環境づく

りを工夫し、適切で十分な援助を行う。 

 

 

４. 保育所の概要 

【 本園 】 

名称 いずみ保育園 

所在地 福岡県福岡市南区柳河内2丁目6番96号 

電話番号 092-512-0077 

法人創立年月日 昭和50年 8月 13日 

事業認可年月日 昭和50年 9月  1日 

施設長氏名 中野 京子 

利用定員 

0歳児…18名   1歳児…26名  2歳児…36名 

3歳児…40名   4歳児…40名    5歳児…40名 

計200名    ※年度によって変動があります。 

職員数 47名 

特別保育の実施状況 一時保育、延長保育(1時間) 

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

ての職員に実施し、園内研修を行っている。 

嘱託医 牛尾内科小児科医院：牛尾 文一 



 

５. 開所日・開所時間及び休所日 

【 本園 】 

開所日 月曜日から土曜日まで 

開所時間 
7時00分から19時00分まで 

土曜日は延長保育なし、18時00分まで 

保育時間 

標準時間保育 7時00分～18時00分 

短時間保育  8時30分～16時30分 

(短時間保育の場合8時30分以前、16時30分以降は別途延長料金が発生します) 

休所日 日,祝日・年末年始（12月29日～1月3日） 

 

【 分園 】 

開所日 

月曜日から土曜日まで 

※土曜日は本園にて合同保育を実施 (行事等により変更有) 

※小学校が休校等の場合は本園で保育を実施することもあります。 

開所時間 7時00分から18時00分まで 

保育時間 

標準時間保育 7時00分～18時00分 

短時間保育  8時30分～16時30分 

(短時間保育の場合8時30分以前、16時30分以降は別途延長料金が発生します) 

休所日 日,祝日・年末年始（12月29日～1月3日） 

 

 

【 分園 】 

名称 いずみ保育園 東花畑小学校内分園 

所在地 福岡県福岡市南区屋形原2丁目23番1号 

電話番号 092-566-7836 

法人創立年月日 昭和50年 8月 13日 

事業認可年月日 平成15年 4月  1日 

施設長氏名 中野 京子 

利用定員 
0歳児…9名  1歳児…6名  2歳児…5名 

計20名   ※年度によって変動があります。 

職員数 8名 

特別保育の実施状況 なし 

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 牛尾内科小児科医院：牛尾 文一 



６. 施設の概要 

【 本園・分園 】 

敷地 面積 （本園）1607.03㎡ （分園） 155.6㎡ 

建物 鉄筋コンクリート造 小学校校舎内 延べ床面積  104.19㎡ 

施設の内容 

（本園） 

乳児室 41.05㎡ / ほふく室 32.31㎡ / 調理室 42.66㎡ 

1歳児保育室(2室)  104.23㎡ / 2歳児保育室(2室)  78.3㎡ 

3歳児保育室(2室)  92.12㎡ / 4歳児保育室 84.32㎡ 

5歳児保育室 81.29㎡ / 調乳室 5.58㎡ 

乳幼児トイレ・幼児便所・遊戯室  134.95㎡ 

2階屋外庭園 42.90㎡ / 3階屋外庭園  124.48㎡ 

（分園） 

乳児室・ほふく室 2室 面積  67.05㎡ 

調理室 5.35㎡  乳幼児用トイレ 16.94㎡ 

《 駐車場 》 

本園：0,1歳児…第2園庭(柳河内公園隣) 

     2,3,4,5歳児…柳河内駐車場(園より徒歩5分程) 

分園：東花畑小学校敷地内の指定箇所 

 

 

７. 職員体制（令和2年10月1日現在） 

本園 

職 名 人数 

園長 1 人 

副園長 1 人 

園長補佐 1 人 

事務 1 人 

主任保育士 1 人 

保育士 16 人 

非常勤保育士 15 人 

調理員 4 人 

非常勤調理員 1 人 

派遣事務 1 人 

派遣保育士 3 人 

派遣調理員 1 人 

保育補助 1 人 

分園 

職 名 人数 

主任保育士 1 人 

保育士 1 人 

非常勤保育士 4 人 

派遣保育士 1 人 

調理員 1 人 

 



８. 保護者の負担額について 

（１） 保育料 

・0,1,2歳児の保育料は福岡市が決定し、納付書をお渡しします。(口座振替可) 

・3,4,5歳児の保育料は無償です。 

 

（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 指定リュックサック・体操服(2歳以上児)、制服(3歳以上児) 

② 絵本代(4月号～3月号)年間4,000～5,000円程度(2歳以上児)  

③ 個人教材代(お帳面、お道具箱、ワークなど)年齢によって金額が異なります 

(担当者が管理) 

④ 布団消毒代 年間3,600円程度  

⑤ 工作代 製作に必要な材料費 

⑥ 保護者会費 毎月500円(保護者会が管理) 

⑦ 上記のほか、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（本園のみ・月～金曜日の18時01分～19時00分まで）            

【月極】                      0歳児    5,000円 

      18時01分～18時30分(30分)                 1,2歳児   4,000円 

                             3,4,5歳児   3,500円 

 

                              0歳児    8,000円 

      18時01分～19時00分(1時間)                1,2歳児   7,000円 

                             3,4,5歳児   6,000円 

   【単発】 

      18時01分を過ぎた時点で30分毎に料金が発生します。 

      0歳児 800円 / 1,2歳児 600円 / 3,4,5歳児 500円 

 

 ※月に何度か利用の予定がある場合は原則として月極の登録をお願いしております。 

 

（４）一時保育（本園のみ） 

【3歳未満児】 4時間以内 1,300円 / 4時間以上 2,600円 (給食費300円) 

   【3歳以上児】 4時間以内  800円 / 4時間以上 1,600円 (給食費200円) 

  

  ※クラスの受け入れ人数が一杯の場合は利用登録ができないこともあります。 

 



９. 給食について 

当園の給食の方針 
保育園の給食は市が立てている献立を提供しています。    

安全でおいしい給食を目指しております。 

昼食・おやつ 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

園に提出して頂き、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。 

※0,1,2歳児は完全給食、3,4,5歳児は主食のみ持参となります。 

※保育料無償化に伴い、3,4,5歳児の対象者のみ副食費を口座引き落としにて徴収させ 

ていただきます。(5,000円前後) 

 

１０. 年間行事予定（平成31年度） 

月 行 事 内 容 

4月 入園式 

5月 
節句お楽しみ会・園外保育(5歳児)・健康診断・尿検査(4,5歳児)  

個人面談(3歳以上児)・子育て広場・保育体験(分園)・いこいの家訪問(5歳児) 

6月 
保育参観・個人面談(3歳未満児)・歯科検診・子育て広場 

保育体験(分園)・七夕お楽しみ会(分園) 

7月･8月 
七夕お楽しみ会(本園)・プール開き・お店屋さんごっこ(本園) 

子育て広場・卒園児との交流(本園)・いこいの家訪問(5歳児) 

9月 
開園記念お楽しみ会(本園) 

老人ホーム訪問・敬老会・病院訪問(5歳児) 

10月 
運動会(分園・本園) 子育て広場(運動会) ・保育体験 

園外保育(4歳児・5歳児)・健康診断・尿検査(4,5歳児) 

11月 
七五三お楽しみ会・若久神社参り・保育体験・職場訪問 

子育て広場・いこいの家訪問(5歳児) 

12月 

生活発表会(0,1,2歳児)お遊戯会(3,4,5歳児)・子育て広場 

クリスマスお楽しみ会・卒園児交流・保育体験・老人ホーム訪問(5歳児) 

生活発表会・クリスマスお楽しみ会(分園) 

1月 いずみっこ音楽会(3,4,5歳児)・子育て広場 

2月 
節分お楽しみ会・保育参観・造形展・いこいの家訪問 

交通安全教室・お別れ遠足 

3月 
ひなまつりお楽しみ会・お別れ遠足(5歳児)・新年度説明会 

卒園式・修了式(分園) 

◎毎月の行事：避難訓練・身体測定・誕生会・交通安全指導・音楽指導(5歳児) 

◎毎週の行事：体育指導(3,4,5歳児)・英語で遊ぼう(5歳児) 

 


