社会福祉法人ジーエヌ福祉会中村学園大学付属おひさま保育園

重要事項説明書（パンフレットやホームページと合わせてご覧下さい）
〈令和2年 4月 1日 現在〉
１ 事業者
事業者の名称
代表者氏名
法人の所在地
法人の電話番号
定款の目的に定めた事業

社会福祉法人 ジーエヌ福祉会
理事長 中村 量一
福岡県福岡市城南区別府5丁目7番1号
092-851-2531
第2種社会福祉事業 保育所
中村学園大学付属おひさま保育園の設置経営

２ 事業の目的
児童福祉法に基づく、乳児及び幼児の保育事業を行う。多様な福祉サービスがその利用
者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人の尊
厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援する。
３ 運営方針
付属保育園として、太陽のように輝き朝日のように新たな生命にみなぎる人間の育成を
めざし、「明るく元気な子」「あたたかくやさしい子」 「よく考える子」を育成する質の高い保育
を行うと共に、保育職員の養成に資する。
○子どもが安心して自発的に活動する保育の推進と計画的環境整備。
○技能を高め、経験を生かし、資質を向上させる計画的で多様な研修。
○保護者・地域・関係機関と連携した子育て支援と共育。
〇大学等連携による課題解決と保育職員養成。
○安定した保育所運営と評価・改善。
(保育の内容・特徴)
子どもを愛情と安心で包み、「ていねいな生活づくり」と「子どもが夢中で遊ぶ環境づくり」
を行い、生きる力としての「3 つの柱」と育ってほしい「10 の姿」を、発達にそったカリキュラ
ムに基いて具現化し、「豊かな心」と「生きる力」を育む。
○一人ひとりを理解し、ていねいに取り組む基本的な生活習慣づくりとしつけ。
○自園献立（含：3.4.5 歳児主食提供）による食の育みと健やかな成長。食理解や感謝の
心等「食を営む」態度を育成する食習慣づくりと諸体験の実施。
○自ら活動する保育環境や用具等の工夫・整備。
○「智、遊、食、徳、体」を通して「学び」を育む生活づくりや豊かな体験。
＊「3 つの柱」…「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」
「10 の姿」…「健康な心と体」「自立心」「協同性」「道徳性・規範意識の芽生え」「社会生活との
関わり」「思考力の芽生え」「自然との関わり・生命尊重」「数量・図形、文字等へ
の関心・感覚」「言葉による伝え合い」「豊かな感性と表現」（新保育指針等より）

４ 保育園の概要
名称
所在地
電話番号
法人創立年月日
事業認可年月日
施設長氏名
利用定員
職員数
特別保育の実施状況

職員研修の実施状況
嘱託医

中村学園大学付属おひさま保育園
福岡市西区姪浜駅南2丁目31番6号
092-894-3456
平成15年5月25日
平成16年3月25日
真崎 英俊
０歳児…12名、１・２歳児…36名、３・４･５歳児…72名
計120名
34名
延長保育（1時間） ＊現在、1歳 （標準時間保育） 18：00～19：00
児以上でお願いしています。
（短時間保育）
16：30～17：30
障がい児保育

事前に御相談下さい

地域活動事業（園庭開放）

・園庭遊び、子育てサークル等
・子育て相談、療育相談もどうぞ

職種、経験に基づき全ての職員に実施
もとやま小児科クリニック：元山 浩貴
井槌小児歯科：井槌 浩雄

５ 開園日・開園時間及び休園日
開園日
月曜日から土曜日まで
開園時間
午前７時00分から午後６時00分まで
（保育短時間）
午前8時30分から午後4時30分まで（8時30分以前の延長保育はありません）
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）
６ 施設の概要
敷地 面積
1459㎡
建物
鉄筋コンクリート造 ２階建て 延べ床面積1097.44㎡
施設の内容
・乳児室・ほふく室 ２室 面積120.88㎡ 調理室47.12㎡、保育室4室270.96
㎡、遊戯室（サンルーム） 面積262.1㎡ 、乳幼児用トイレ 4箇所 、屋外遊
戯場１160.396㎡（園庭360.00㎡、屋上800.936㎡）
７ 職員体制（平成31年4 月1 日予定）
職 名
人数
職
園長

1人

名

人数

栄養士 ・管理栄養士

2人

調理員

4人

1人

主任保育士

1人

事務員

保育士

25人

園配置基準（保育士/園児）、0歳児1人/3人、1.2歳児1人/6人、3歳児1

加配含

人/15人、4.5歳児1人/25人～27人）で、年齢ごとのｸﾗｽ配置です。

８ 保護者の負担等について
（１） 保育料
保育料は福岡市が決定します。3.4.5歳児は令和元年度10月より無償化されました。
（２）給食費の徴収
①0.1.2歳児の給食費の徴収
・保育料とともに、給食費（主食、副食、朝、3時のおやつ代）も徴収しています。
②3.4.5歳児の給食費の徴収
・給食費は園が直接徴収します。自園献立給食で主食も提供し、現在5,700円を徴収して
います（主食も園独自に減免措置を設定）。実績により、新年度変更も有ります。
③徴収は、銀行自動引き落としによる徴収とします。（現在、引落し手数料は園で負担）
（３）実費徴収
○保育料のほかに，保護者にご負担いただくもの
①布団乾燥消毒費170円/月
②おしぼり代0.1歳児500円、2歳児300円
②カラー帽子1034円（全園児）、体操服上下（3歳児以上）2,130円、 入園時購入
③連絡帳
（3.4.5歳児 2冊目から100円）
（0.1.2歳児 2冊目から193円）
④粘土・はさみ・パス等用具 （4歳児2542円、5歳児2938円）
⑤色鉛筆（5歳児以上）660円
⑥アルバム代（5歳児）5,000円
＊④は必用な物を購入。上記以外に，園外保育（3歳以上遠足） バス代（1回1,700円程
/回変更有り）、お泊り保育（1,200円程）等必要な実費は，随時周知します。
〇準備おむつの購入について
・急なおもらしなどの場合は、紙おむつや布パンツを使用します。ストックがなくなった場
合は、 紙おむつ1枚50円、布パンツ1枚200円で購入していただきます。
○希望者による購入
① 絵本代 毎月420～720円
＊今後銀行の自動引き落としによる徴収を順次進めます。
(4) おむつについて
・本園は、入園時に布おむつ使用か、紙おむつ使用かを選択していただきます。いずれも、
必要な分を自分で用意し、お持ち帰りしていただきます。布おむつをお勧めします。
（5）延長保育料
・ 延長保育時間1時間まで（短時間保育の方も、延長保育は1時間です。）
・ 月ぎめ4，000円、単発30分ごとに300円
９ 「野菜たっぷり保育園給食」について
当園の給食の方針 食は保育の基本と捉え、「食の営み」づくりをします。食は、全ての活
動の源、安全でおいしい良質の給食をめざしています。米・野菜等の
素材を大切に、和食中心の自園献立とし、心をこめて提供します。
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 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
対応
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・一部代替食で対応致します。

＊「お野菜たっぷり保育園給食」（野菜１００ｇ以上、食塩相当量2ｇ未満）は、特徴を明確に、
共同研究で効果性も確かめています。
10 御相談、ご質問や要望、第三者評価の実施について
子どもの育みは、保護者との共通理解と育みの交流からと捉えて、率直に意見を交換し
連携しながら保育を進めたいと思います。その為にも日頃より、御相談、ご質問、ご意見、
等を遠慮なくお寄せ下さい。また、年度末や随時、保護者アンケートなどで意見をお聞きし
て運営改善に生かしていきます。
〇お子さんのこと、子育てなどで 気になる点や御相談は、気軽に声をかけてください。
・朝や帰りに
・時間をとって（個人懇談もあります）
･担任や主任に
・特に配慮を要する事項（アレルギー、心身の障がいや配慮、発育のこと、子育てに関す
ること等）は、必ず御相談をお願いします。こちらから声かけをさせていただく場合もあり
ます。特に新入園希望の方は、必ず事前に面談して御相談下さい。
○毎月、決められた土曜日に園庭開放として、園庭を遊び場として開放しています。保護者
の方と共に自己責任で御利用下さい。又、様々な養育・療育相談などもどうぞ。
○第三者委員会について
ご意見や要望、苦情をお聞きし、解決を図るために、第三者委員会を設置しています。
掲示や年度初めの資料を参照して下さい。
○第三者評価について
毎年実施される福岡市指導監査以外に、5年に1回は、福岡県福祉サービス第三者評
価を受診し、客観的評価に基づき改善を図っています。（最新は、平成28年度実施）
11 その他のお願い
（1） 本園は大学付属保育園です。保育士や栄養士の養成や保育に関する研究協力を行い
ます。そのための保育実習の実施や保育に関する情報提供を行うことがあります。
（2） 病気等の対応については、別途説明します。様々な感染症など影響を受けやすい乳幼
児です。日常の感染予防や対応の情報をお知らせすると共に、その対応について御理
解頂き、決まりを守って共によりよい心身の健康づくりをしていきましょう。
（3） 個人情報の保護に関しては、本園の個人情報保護規程にそって取組みを行っています。
詳しくは、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞのﾌﾟﾗｲﾏﾘｰﾎﾟﾘｼｰをご覧ください。また、映像等の情報取り扱い等に
ついては、保護者の皆様も十分留意し、ご協力をお願いいたします。
（4） 乳幼児は布オムツをおすすめします。趣旨をご理解下さい。
（5） 登降園は、できるだけ徒歩等でお願いいたします。駐車場は、本来業務運営用です。6
台分しかありません。御利用される場合は、自己責任で、園児の安全確保を最優先に、
ルール等を守り、近隣や通行される方等の御迷惑にならないようにお願いいたします。
＊保育園の一日及び年間行事予定は、園パンフレットをご覧下さい。
本園への入園を希望される方は、以上の重要事項説明書による本園の運営方針に同
意の上、申込みをお願いいたします。

年 間 行 事
月
４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月
毎月

行 事 内 容
健康診断（１回目）、参加型参観・保護者会総会
親子歓迎遠足、芋苗植え、運動能力測定
歯科検診・尿検査、保育自由参観、クラス懇談会、臨地実習
プール開き、おひさま祭り（保護者会共催）、交通安全教室、個人懇談
お泊り保育（５歳児）
保育実習、調理実習、一日保育実習、付属園合同研修会、消防教室（隔年）
健康診断（２回目）
運動会、運動能力測定、芋ほり、給食試食会、秋の遠足（３，４，５歳児）
収獲祭、
現況報告提出、新年度入園申込み開始予定
おひさまシアター、保護者レクレーション、付属3園交流会
新年度入園申込み締め切り予定
保育自由参観・保護者講演会、5歳児社会見学
新年度入園発表予定
節分祭、5歳児懇談会、お別れ遠足、クラス懇談会・新年度説明会
新入園児個人面談
お別れ会、卒園式、進級式、入園式
身体測定、誕生会、避難訓練、布団乾燥消毒
園庭開放（6月～1月の決められた土曜日）

