
光和保育園 ・分園 しおり（重要事項説明書）    

 

〈平成２８年 ４月 １日 現在〉 

 

１  事業者 

事業者の名称 社会福祉法人 覚応会 

代表者氏名 理事長 古賀 典麿 

法人の所在地 福岡県福岡市東区和白３丁目２０番１２号 

法人の電話番号 092-608-2771 

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 

仏教保育を通して、豊かな人間性を培い生き生きと活力のある生き方ができる 

子どもの育成を目指す。 

職員は、子ども達と共に生き、共に育つことを基本として、日々の保育を行って 

いる。 

 

（めざす子ども像） 

       〇 元気でたくましい子ども 

       〇 基本的な生活習慣が身についた子ども 

       〇 友達と仲良く遊べる子ども 

       〇 自分で考え、表現したり行動したりできる子ども 

 

（めざす保育園像） 

      〇 子ども一人ひとりが大切にされる保育園 

〇 安全で、清掃が行き届いた美しい保育園 

      〇 保護者の方や地域の方々から信頼される保育園 



４  保育所の概要 

名称 光和保育園 （本園） 光和保育園（分園） 

所在地 福岡市東区和白３丁目２０番１２号 福岡市東区和白５丁目１番１６号101 

電話番号  ０９２-６０８-２７７１ ０９２－６０８－７７００ 

法人創立年月日 昭和４５年１０月３１日 

事業認可年月日 昭和４６年 ４月 １日 平成２３年 ４月 １日 

施設長氏名 古賀 典麿 

利用定員 

０歳児 ２０名 ０歳児 ９名 

１・２歳児 ９４名 １・２歳児 １１名 

３・４・５歳児 １７６名   

計 ２９０名 計 ２０名 

職員数 ５０名 ７名 

特別保育の実施状況 障がい児保育、延長保育（２時間）、一時保育 

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 あんのうクリニック、佐藤歯科 

 

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 
月～金曜日 

午前７時から午後８時まで 

  ※午後６時から８時までは延長保育になります 

土曜日 午前７時から午後６時まで 

保育短時間の保育時間 午前８時30分から午後４時30分まで 

休園日 日曜日、国民の祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日） 

 

６ 施設の概要 

〈本園〉 

敷地 面積 １９６２．０３㎡ 

建物 鉄筋コンクリート造 ２階建て 延べ床面積 １５９４．０２㎡ 

施設の内容 ・乳児室・ほふく室 ３室 面積 １９６．０㎡  ・調理室１室 ７４．６４㎡ 

・保育室・遊戯室 ７室 面積 ５１１．８５㎡  ・調乳室 ５．５㎡ 

・乳幼児用トイレ ５箇所 ・屋外遊戯場 ９０５．５２㎡ 

〈分園〉 

敷地 面積 １１０．１９㎡ 

建物 鉄筋コンクリート造 ８階建てマンションの１階 

施設の内容 ・乳児室・ほふく室 ２室 面積 ６６．６９㎡  ・調理・調乳室 １０．５２㎡ 

・乳幼児用トイレ １箇所  



７ 職員体制（平成２８年 ４月 １日現在） 

職 名  人数 （含：分園） 

園長 １人 

副園長 １人 

主任保育士 １人 

保育士 ４５人 

調理員 ７人 

事務員 ２人 

用務員 １人 

嘱託医 ２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 

 項 目 対象年齢 金 額 

①  主食費 （パン・米代） ３・４・５歳児 毎月 ９５０円 

②  絵本代 全園児 毎月 ４００円程度 

③  合唱指導教材 ３・４・５歳児 年間 ４，０００円程度 

④  道具代（ねんど・はさみ等） 
1・２歳児 年間 ２，５００円程度 

３・４・５歳児 年間 ５，０００円程度 

⑤  鍵盤ハーモニカ ３・４・５歳児  ５，１３０円 

⑥  制服等 

冬制服 ３・４・５歳児 

年間 

４，１００円程度 

スモック ２・３・４・５歳児 １，７００円程度 

体操服 全園児 ４，５００円程度 

カバン ３・４・５歳児 ３， ６００円程度 

※上記のほか、園外保育（遠足）の交通費等、必要な実費は随時お知らせします 

 

（３） 延長保育料 

随時又は月極 時 間 金 額 

１ 回 １時間（おやつ有）   ８００円 

月極め 

（月～金曜日） 

１時間（おやつ有） ４，０００円 

２時間（夕食有） ８，０００円 



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と認識し、安全で

おいしい給食を目指しております。天然素材のダシを使い、化学調味

料を一切使わず、薄味に仕上げています。旬の食材は味もよく栄養価

も高いため、積極的に取り入れています。 

昼食・おやつ 保護者の方へ毎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。個別に相談をうけ、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・代替食で対応いたします。 

年２回（４月と１０月）医師の診断書または指示書を園に提出 

 

１０ 年間行事予定（２７年度の予定） 

月 行 事 内 容 

４月 入園式 花まつり 内科健診 

５月 歓迎遠足 ぎょう虫検査･尿検査 

６月 歯科検診 保育参観 （園内）相撲大会及び東区保育園相撲大会参加 

７月･８月 夏祭り 七夕会  夏の保育（５歳児） 祖父母交流会（２歳児） 

９月 運動会 （園内）敬老会 

１０月 内科健診 芋掘り遠足（３歳児以上） 陶芸教室（４・５歳児） 

１１月 やきいも会 合同音楽祭（５歳児） 職場訪問 創生園慰問 

１２月 もちつき会 成道会 お遊戯会（３・４・５歳児） 地域との交流会  

１月 
鏡開き お遊戯会（０・１・２歳） 子育て支援お遊戯会  

ちびっこ音楽会（５歳児） 

２月 節分（豆まき） 涅槃会 持久走大会 保育参観 作品展 

３月 ひな祭り お別れ遠足 お別れ会 卒園式  

◎日々の設定保育： 運動・絵画・制作・リトミック・ごっこ遊び・読み書き・計算（3･4･5 歳児）、 

合唱指導（3･4･5歳児・・･木下式音感教育法） 

◎毎月の行事：    身体測定、火災・地震・不審者対応避難訓練、安全点検と指導 

◎隔月の行事：    誕生会 

◎特別保育：      ・体操  指導（毎週１回 ４歳児）  

・習字  指導（毎週１回 ５歳児） 

・英語  指導（毎週１回 ５歳児） 

・絵画  指導（毎週１回、４・５歳児）： 

・水泳  教室（月２回、４・５歳児の希望者） 

 


