
 

  

社会福祉法人親和会 

西都
さ い と

保育園 

〒８１９－０３７６ 

福岡市西区大字女原４１４番１ 

 

電話 ０９２（８３４）５９２７ 

fax  ０９２（８０７）０３７６ 

 

 



 

  



 

  

 
 

 



・毎日の生活の中で、一人ひとりのちがいを

認め合いながら、共に育つ『共育』 

体力づくり

健康でしなやかな

身体づくりを目指し
ます。

基本的な生活習慣

基本的な生活習慣を身に

つけることによって自立

をはかります。

地域社会とのつながり

家庭や地域社会との連携を通
して、子ども達が健康で安全
な、また情緒が安定した生活
が送れるように毎日の保育に
取り組みます。

思いやりの心

年齢の違う子ども達と
の遊びの中で社会性や
協調性を育てます。

知的能力

あそびや生活の中
で文字や数に興味
を持つことによっ
て学力の基礎を育
てます。

 

  
保育理念 『共 育

きょういく

』 

保育方針 



 

  
「見守る保育」について 

 保育者がしなければならないのは、子どもが早く立てるように 

手を貸したり、後ろから支えたりすることではなく、はいはいを  

しなければいけない時期に、十分にはいはいができるような  

環境を作ってあげること。  

そして、赤ちゃんがはいはいしたくなるような、その子が今できる

ことより、少しだけ背伸びが必要なものを用意することが、必要 

です。また、子どもが大人とのかかわりを求める何らかのサインを 

出したときは、必ず気づいて答えなければなりません。 

子どもが欲していることを「やってあげる」のではなく、かといって

ただ「見ている」だけでなく、一人ひとりの子どもの発達過程を 

しっかりと「見て」、しっかりと「守る」、そして発達に応じた適切な

「援助をする」。それが、「見守る保育」なのです。 

方法： 

１．子どもが自発的、意欲的に関われるような環境の構成と、 

そこにおける子どもの主体的な活動を大切にすること。 

  （生活と遊び・ゾーン） 

２．子ども一人一人の発達について理解し、一人一人の特性に応じ、

発達の課題に配慮して保育すること。 

（一斉保育から選択制保育） 

３．子どもは、多様な大人、子ども同士の体験から、社会を学んで 

いくこと。（シティズンシップ） 

４．保育者は、子どもが自発的、主体的、多様な人との関係の中で 

  活動するために、いつでも駆け込める愛着(見守る)という存在で

いること。 

５．子ども同士の中で刺激しあうということから、様々な年齢との 

  かかわりを保障すること。(見て、真似して、関わって、教わって、

教えて、一緒にやって)（異年齢保育） 

 ６．子どもは、職員のチームによって、多様な社会とのかかわり

を学習すること。（チーム保育） 

７．子どもを、男女、しょうがい、年齢による刷り込みを持たな

いこと。(インクルージョン保育) 

８．子どもが自立していくこと、自己の意思を表明しようとする  

   ことを保育者は妨げてはならない。 

  （やってあげる保育から見守る保育へ） 

９．保育者は、子どもに奉仕をしたり、世話をする人ではなく 

   一人の人格を持った人として子どもと共に生活すること。 

  （保育者の人権） 

１０．乳幼児教育法試案に沿った保育を展開しなければならない。 

   （乳幼児教育法試案は「子どもの権利条約」に基づいて作成しました。） 

目的： 

環境を通して子ども達の発達を保障する。 

（子ども自ら発達しようとする力を引き出し、可能な最大限度まで発

達させることを意図した環境を用意すること。） 

「見守る保育」 



 

 

 行事予定 

4月 

入園式 

誕生会 

園児健康診断 

５月 

誕生会   クラス懇談会 

尿検査（４，５歳児） 

８月 

誕生会 

夏祭り 

６月 

歯科健診 

保育参観（３，４，５歳児） 

誕生会 

９月 

誕生会 

７月 

七夕 

プール開き 

誕生会 

１０月 

運動会 

保育参観（０，１，２歳児） 

園外保育（３，４，５歳児） 

誕生会 

１１月 

七五三祝 

園外保育（芋ほり） 

誕生会 

１２月 

お遊戯会 

誕生会 

 

１月 

誕生会 

クラス記念撮影 

２月 

節分（豆まき） 

誕生会 

園外保育（３，４，５歳児） 

３月 

卒園式 

お別れ会 

誕生会 

 



◎毎月の設定保育：体操・コーナー遊び・戸外遊び等 

◎毎月の行事：発育測定・避難訓練・誕生会 

◎課内教室：英会話毎週 1回（3,4,5歳児） 

◎課外教室：スイミング指導（毎週１回、3,4,5歳児希望者） 

     ：体育教室（毎週１回、3,4,5歳児希望者） 

     ：英語教室（毎週 1回、3,4,5歳児希望者） 

保育所概要 

名称   西都保育園 

所在地  福岡県福岡市西区大字女原４１４番１ 

電話番号 ０９２－８３４－５９２７ 

法人創立年月日 昭和４５年１２月３日 

事業認可年月日 平成２６年４月１日 

施設長  田中 美日 

利用定員 ０歳児・・９名   １・２歳児・・２７名 

     ３・４・５歳児・・５４名         計９０名 

職員数  ２６名 

特別保育の実施状況  障がい児保育、延長保育 

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  

委託医  ふくい小児科医院：福井佳彦 

事業者 

事業者の名称     社会福祉法人 親和会 

代表者氏名      理事長 時枝 輝明 

法人の所在地     福岡県福岡市南区向新町２丁目 

           １６番１号 

法人の電話番号    ０９２－５６５－６４５５ 

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 

 

事業の目的    児童福祉法に基づいて、乳児および 

         幼児の保育事業を行うこと。 

  

 開所日・開所時間及び休所日 

開所日   月曜日から土曜日 

開所時間  午前 7時 00分から午後 6時 00分まで 

        （延長保育 午後 6時 00分から午後 7時 00分） 

保育短時間の保育時間 午前 9時 00分から午後 5時 00分まで 

休所日   日曜日、国民の祝日、休日、年末年始（12月 29日 

から 1月 3日） 

 施設概要 

敷地 面積 1384,20㎡ 

建物    鉄骨造合金メッキ銅版ぶき２階建て 

      延べ床面積 827,70㎡ 

施設内容  乳児室 1室 面積 41,28㎡、調理室 面積 38,34㎡ 

       保育室６室 面積 346,04㎡ 調乳室 面積 5,72㎡ 

       多目的スペース 1室 面積 143,84㎡ 

       乳幼児用トイレ３箇所、屋外遊技場 面積 315,53㎡ 

 職員体制（平成 30年 4月 1日 現在） 

園長 １人  主任保育士  １人  保育士  ２０人 

調理員  ４人  委託医  １人 

 

  

 

 

 

 



 

生活や遊びの中に文字や数を経験す

る機会を作ります。 

遊びの中から文字や数に親しんでいきます。 

            ごあいさつ 

 

西都保育園は、厚生労働省の認可保育所として２０１４年に

開園致しました。 

社会福祉法人親和会は現在、みやけ保育園（福岡市南区）、

まみぃ保育園（春日市大土居）そして、ここ福岡市西区に西都

保育園を運営しております。 

これまで当法人が培ってきた保育所運営の実績をもとに、

保育方針を継承してまいります。 

是非、私たちに大事なお子様をお預け下さい。 

そして、保護者の皆様と共に「大事なお子様をどのように育て

たらよいか」を一緒に考えていくことを常に心がけ、毎日の  

保育を実践致します。 

 

           社会福祉法人 親和会 

               西都保育園 

        

            園長  田中 美日 

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  保育料の他に、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 教材費  400円/月 （年長児 500円/月）  

1,200円～35,000円/年 （道具、制服代等） 

  ② 駐車場代 400円/月 （自家用車で送迎の場合） 

  ③ 紙おむつ処理代  250円/月 （おむつを必要とする子ども） 

  ④ 主食代  毎月 1,000円 （３歳以上児、希望者）  

  ⑤ 日本スポーツ振興センター保険料  250円/年 

  ⑥ 上記のほか、必要な実費については、随時お知らせします。 

（３） 延長保育料 

18:00~19:00  1回 700円（０，１，２歳児クラス） 

       1回 600円（３，４，５歳児クラス） 

       上限 5,000円 

 

給食について 

・当園の給食の方針   

基本的には福岡市保育所指導課の指導に基づいて実施します。保育園の 

給食は、全ての活動の源に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。また離乳食も含め、食材形態の工夫や、量の調節  

なども子どもひとりひとりに合わせて実施しています。 

・昼食・おやつ   毎月月末に翌日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 

提出して下さい。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、代替食で対応いたします。 

 

 

   


