
 

ひかり保育園 しおり（重要事項説明書） 

平成 27年 10月 1日現在 

 

 

1. 事業者 

事業者の名称 社会福祉法人 玉成会 

代表者氏名 理事長 岡 壽夫 

法人の所在地 福岡県福岡市南区大楠 3丁目 25番 27号 

法人の電話番号 092-521-6449 

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た、乳児及び幼児の保育事業を行っております。 

 

 

3. 運営方針 

（1） 健全な心身の発達を助長し、子どもの最善の利益を守ります。 

（2） 子どもの自尊心を養い、豊かな心と主体性を育みます。 

（3） 安定した人間関係と環境のもと活動の場を広げ、地域に根ざした保育を目指します。 

 

 

4. 保育所の概要 

名称 ひかり保育園、ひかり保育園分園ひかりのこ保育園 

所在地 
（本園）福岡県福岡市南区大楠 3丁目 25番 27号 

（分園）福岡県福岡市南区大楠 1丁目 35番 19号 

電話番号 
（本園）092-521-6449 

（分園）092-526-8418 

法人創立年月日 昭和 46 年 1月 23日 

事業認可年月日 
（本園）昭和 46年 3月 17日 

（分園）平成 22年 4月 1日 

施設長氏名 岡 七生子 

利用定員 
（本園）170名 

（分園）20名 

職員数 46名 

特別保育の実施状況 延長保育（1時間）・子育てサークル・園庭開放 

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 あおみ小児科医院：青見 裕子 

 

 



 

5. 開所日・開所時間および休所日 

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 30 分から午後 4時 30分まで 

休所日 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 1304.99 ㎡ 

建物 鉄筋コンクリート造 2 階建て 912.85 ㎡ 

施設の内容 

乳児室 42.885 ㎡、ほふく室 72.200 ㎡、保育室 4 室 277.161 ㎡、遊戯室 174.534 ㎡、

調理室 49.375 ㎡、調乳室 3.834 ㎡、沐浴室 11.254 ㎡、便所（乳児用）6.376 ㎡、便所

（幼児用）3 箇所 39.751 ㎡等。 

 

施設の概要（分園） 

敷地面積 147.63 ㎡ 

建物 鉄筋コンクリート造 14 階建てマンション 1 階 

施設の内容 
乳児室 34.83 ㎡、保育室 38.65 ㎡、調理室 10.35 ㎡、調乳室 2.52 ㎡、沐浴室・便所（幼

児用）13.27 ㎡等。 

 

 

7. 職員体制（平成 27年 10月 1日現在） 

職名 人数 

園長 1 

副園長 1 

事務長 1 

主任保育士 1 

副主任保育士 1 

保育士 30 

調理員 6 

事務員その他 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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、保護者の方にご負担していただくものとして以下のものがあります。 

対象年齢 内容 金額 

全年齢 絵本 500 円/月 

全年齢（希望者のみ） 駐車場 1,000 円/月 

0・1 歳児（希望者のみ） レンタルおむつ 450 円/1 セット（20 枚） 

1 歳児以上 教材（粘土・はさみ等） 3,000～8,000 円程度/年 

2 歳児以上 体操服 5,500 円 

3 歳児以上（希望者のみ） 主食 1,000 円/月 

3 歳児以上（希望者のみ） 英語教室 10,000 円/年 

4・5 歳児 制服 30,000 円 

※その他、行事にあわせて徴収することがあります。 

 

（3） 延長保育料 

月ぎめでの延長保育料は月額 4,500円となります。 

月ぎめ以外の方の延長保育料は 15分 300円となります。 

 

 

9. 給食について 

当園の給食の方針 

給食は、全ての活動の源となる大切なものと認識し、園職員の栄養士によって提

供されます。天然素材のダシを使い、調味料は自然のものを用い、栄養バランス

のとれた献立を取り入れています。また、10時に牛乳・果物、15時に原則手作り

のお菓子と飲み物がでます。 

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（または指示書）を保育園に提出して

ください。個別にご相談の上、診断書（または指示書）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. 年間行事予定 

 

月 行事内容 

4月 入園式 歓迎遠足 クラス懇談 

5月 歯科健診 

6月 保育参観週間(講演会） 保育士体験 新星保育園（姉妹園）との交流会 

7月 七夕まつり プール開き クッキング 

8月 プールあそび 

9月 ひかり保育園創立記念日 内科健診 デイケア交流会 運動会 

10月 芋掘り遠足 個人懇談 動植物園遠足 

11月 七五三参り 防犯訓練 

12月 餅つき 発表会 クリスマス会 地域・デイケア交流会 

1月 たんぽぽ音楽発表会 修了記念写真撮影 

2月 豆まき 観劇 保育参観(講演会) 作品展 

3月 お別れ遠足 お別れ会 卒園式 内科健診 

◎英語教室（火曜日）3・4・5歳児（希望者のみ） 

◎囲碁教室（火曜日）5歳児 

◎体育教室（水曜日）4・5歳児 

◎地域子育て支援事業 サンシャインルーム 毎月第 4火曜日 

◎地域子育て支援事業 サンシャインデー 毎月第 1土曜日 

◎その他 月 1回身体測定・避難訓練 ※5・7・9・11・1・2月はお誕生会 


