
あかつき保育園 しおり（重要事項説明書） 

                 〈令和３年４月１日現在〉 

１ 事業者 

事業者の名称 社会福祉法人 北斗会 

代表者氏名 理事長 石 橋 理 恵 

法人の所在地 福岡県福岡市東区若宮１丁目１３番１６号 

法人の電話番号 ０９２－６８２－１１００ 

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（保育理念） 

   社会福祉法人北斗会の運営するあかつき保育園は、児童福祉法に基づき保育を必要と

する乳幼児の心身の発達を助長し、養護と教育とが一体となって豊かな人間性を健やか

に育成します。 

   保育にあたっては、子どもの人権を尊重し、児童の最善の利益のために家庭や地域社

会と連携を図り、保護者の協力の下、児童の福祉を積極的に増進するよう努めます。 

 

３ 運営方針（基本方針） 

（1）子どもの健康と安全を基本として、保護者との連携を図り、家庭養育の支援を行い

ます。 

  （2）子どもが健康安全で、情緒の安定した生活ができる環境を用意し、自己を十分に発

揮しながら活動できるようにすることにより、健全な心身の発達を図ります。 

 （3）豊かな感性を育成し、道徳心を養います。 

（4）乳幼児などの保育に関する悩みや相談に際しては、適切に対応し、公的施設として

の役割を果たします。 

 

４ 保育所の概要 

名称 あかつき保育園 

所在地 福岡県福岡市東区若宮１丁目１３番１６号 

電話番号 ０９２－６８２－１１００ 

法人創立年月日 昭和５３年１１月１７日 

事業認可年月日 昭和５３年１０月１２日 

管理者氏名 石橋 理恵 

利用定員 ０才児  …  ３０名 

１・２才児  … １００名 

３・４・５才児  … １８０名   合計３１０名 

職員数 ３５名 

特別保育の実施状況 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、各自研鑽を高める為に全ての職員

に実施 

嘱託医 

 

ふかざわ小児科医院：深澤 満 先生 

北歯科医院    ：北 昌功 先生 



５ 開所日・開所時間及び休所日 

開所日 月曜日から土曜日まで 

開所時間 平日 午前７時００分から午後７時００分まで（１時間延長を含む） 

土曜 午前７時００分から午後６時００分まで（延長はありません） 

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日まで） 

 

 

６ 施設の概要 

敷地面積 5,594.64㎡ 

建  物 Ａ棟 ：鉄筋コンクリート造陸屋根２階建       1,282.50㎡ 

Ｂ棟 ：鉄筋コンクリート造陸屋根２階建       314.10㎡ 

Ｃ･Ｄ棟：鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺２階建  848.28㎡ 

                        合計 2,444.88㎡ 

施設の内容 乳児室・ほふく室 １室   48.77㎡  調乳室 １室   6.25㎡ 

保育室・遊戯室 １１室 1,086.97㎡   乳幼児用トイレ  ７箇所 

屋外遊技場 1,938.60㎡ 

 

 

７ 職員体制 （令和３年４月１日現在） 

職 名 人 数 

理事長・園長  １名 

主任保育士  １名 

保育士 専門･分野別リーダー  ８名 

保育士 １２名 

補助員  ３名 

調理員 専門･分野別リーダー  ３名 

調理員  ２名 

事務員 専門･分野別リーダー  ２名 

用務員  ３名 

 

 

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致します。 

（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絵本代     全園児   月３８０円～４３０円程度  4ヶ月毎の徴収 

   ②給食費（平日） 以上児のみ 月６，０００円(主食費/1,500円、副食費/4,500円) 

             〃    月１，５００円(副食費免除者は主食費のみ徴収) 

       （土曜） 以上児のみ １食 ４００円(主食費/100円、副食費/300円) 

             〃    １食 １００円(副食費免除者は主食費のみ徴収) 



   ③プリント代   以上児のみ 年間１，３００～６，０００円程度 

   ④衛生費     ０・１才児 月４００円  4ヶ月毎の徴収 

            ２～５才児 月１００円  4ヶ月毎の徴収 

   ⑤卒園記念品(アルバム・記念品)代  ５才児のみ 月１，３００円 

   ⑥上記の他、園外保育（遠足）のバス代等必要な実費については、随時お知らせ致し

ます。 

   ⑦教材費(保育用品)            

               【新入園児】       【継続児】 

      ０才児     約３，０００円程度    約１，０００円程度 

      １才児     約５，０００円程度    約３，２００円程度 

      ２才児     約８，０００円程度    約５，５００円程度 

      ３才児    約２０，０００円程度   約１１，０００円程度 

      ４才児    約２０，０００円程度    約５，０００円程度 

      ５才児    約１５，０００円程度    約２，０００円程度 

 

※その他、２才児以上は体操服、３才児以上は制服を購入して頂きます。 

      ◎体操服・・・体操服（半袖）、体操ズボン  合計３，３００円 

      ◎制 服・・・ブレザー、ブラウス（長袖）、ズボン／スカート 

                            合計８，５００円程度 

      希望者の方には、体操服（長袖）、ブラウス（半袖）、夏ズボン／夏スカートも 

販売しています。 

    ※継続児の場合は、持ち上がり教材もありますので個人によって金額が異なる場合 

があります。  

※上記の他、必要な実費については随時お知らせ致します。 

 

（3）延長保育料 

   〈月  極〉  １時間延長    ０才児   ８，０００円 

                    １・２才児 ７，０００円 

                    ３才以上児 ６，０００円 

〈単発利用〉(☆１) 

      平日  １８：０１～１８：１５       ５００円 

          １８：１６～１８：３０     １，０００円 

          ※上記以降も １５分毎に   ５００円ずつ加算 

          ※１９時以降 １５分毎に １，０００円ずつ加算 

      

土曜日  １８：０１～１８：１５     １，０００円 

          １８：１６～１８：３０     ２，０００円 

          ※上記以降も １５分毎に １，０００円ずつ加算 

 

 

※短時間保育利用の方で、午前８時３０分から午後４時３０分の前後に、月極で保育を 

希望される方は、時間外料金がかかります。 



〈短時間 月極料金〉 

 

 

 

 

 

※短時間保育利用の方で、単発（スポット）の延長保育を利用される方は、１５分毎に 

５００円の時間外料金がかかります。なお、１９時以降は１５分毎に１，０００円の 

時間外料金がかかります。 

※月極の延長保育を利用される場合、保育標準時間・保育短時間の方ともに、勤務証明書

の提出が必要です。 

 

９ 給食について 

  『給食は保育の一環(食育)です』 

  １．栄養の補給 

  ２．食事のマナーをおぼえる 

  ３．偏食の矯正 

  ４．体と食べ物の関係を知る 

 ＊主食…２才児以上は、玄米・麦を入れており、よく噛んで食べる様にしています。 

 ＊給食・おやつ…保護者の方へ園だよりと一緒に当月の献立と給食だよりを配布しており

ます。 

 ＊アレルギーが疑われる場合は、医師の診断書・保護者の除去依頼書等の書類が必要とな

ります。診断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（令和３年度） 

月 行 事 内 容（予定） 

４月 ・入園･進級の集い                ・内科健診 

５月 ・進級写真撮影    ・芋の苗植え 

６月 ・親子ふれあい参観(0･1･2才児)         ・歯科健診 

７月 ・七夕笹かざり     

８月 ・水あそび      ・交通安全教室 

９月 ・尿検査(4・5才児) 

１０月 ・運動会(以上児)               ・内科健診 

１１月 ・園外保育(以上児) 

１２月 ・お遊戯会      ・クリスマス会    

１月 ・始園式        

２月 ・音楽発表会     ・節分豆まき    ・保育参観(3・4才児) 

３月 ・お別れ遠足(年長児) ・保育(体育)参観(5才児) ・卒園式 

毎月の行事 

その他 

○避難訓練  ○身体測定 

○お誕生会(３ヶ月に１回) 

※行事の日程・内容等は変更する場合があります。 

 

登園時間 月極 降園時間 月極 

7：00～7：30 9,000円 16：30～17：00 3,000円 

7：31～8：00 6,000円 17：01～17：30 6,000円 

8：01～8：30 3,000円 17：31～18：00 9,000円 


