
からふる福岡東保育園 【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 スタイルクリエイト株式会社 

代表者氏名 代表取締役 吉岡 有花（麻生 有花） 

法人の所在地 福岡県福岡市中央区大手門2-2-8-201 

法人の電話番号 092-753-8900 

定款の目的に定めた事業 託児所等の幼児教育に施設の運営・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。 

   また、以下の運営方針に基づき、保育を必要とする乳児及び幼児を日々受け入れ、 

   保育事業を行うことを目的とします。 

 

３． 運営方針 

  からふる福岡東保育園（以下「当園」という）は、 

  「その子がその子らしく、ママがママらしく、パパがパパらしく、家族みんながその人らしく 

いてほしい。笑顔を作るお手伝いをします。 

また、日々の保育を通して 7 つの「生きる力」を育みます。 

①自分の事は自分でできるようになる力 

②人の話を聞く力 

③人間関係をつくる力 

④自分の考えを伝える力 

⑤ルールを守る力 

⑥チャレンジする力 

⑦感じる力 

 

（1）当園は、良質かつ適切な内容及び水準の保育の提供を行うことにより、全ての子ども 

が健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指す。 

（2）当園は、本園を利用する子ども（以下「園児」という）の意思及び人格を尊重して、常に

園児の立場に立って保育を提供する。 

（3）当園は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、福岡県，福岡市，小学校， 

他の保育所，幼稚園等，地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設そ

の他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携

に努める。 



（4）当園は、児童福祉法，子ども・子育て支援法，最低基準条例，運営基準条例その他 

関係法令を遵守し運営を行う。 

 

 

 

４． 概要 

名称 からふる福岡東保育園 

所在地 福岡市東区水谷2丁目10番26号 

電話番号  092-672-8080 

法人創立年月日 平成27年9月29日 

事業認可年月日 令和3年4月1日 

施設長氏名 藤井 晃子 

利用定員 0歳児…3名 

1歳児…4名 

2歳児…5名 

3歳児…21名 

4歳児…21名 

5歳児…21名    合計75名 

職員数 16名 嘱託医を除く 

特別保育の実施状況 さぽーと保育，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 小児科医院：植山小児科  歯科：堀歯科 

 

 

 

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 7:00～18:00 

保育短時間の保育時間 9:00～17:00 

延長保育の時間 18:00～20:00（2時間延長）  

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） 

 

 

 



６． 施設の概要 

敷地面積 305.0㎡ 

建物 鉄筋コンクリート造・２階建て 延べ床面積：336.88㎡ 

施設の内容 乳児室・ほふく室  25.55㎡， 保育室・遊戯室  135.82㎡， 

調理室 25.00㎡ 

乳幼児用トイレ・４箇所  園庭 22.81㎡，屋上園庭 157.76㎡ 

 

７． 職員体制（令和3年4月1日現在） 

職 名  人数 

施設長  1人 

保育士 10人 

調理員 1人 

栄養士 2人 

事務員 2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いたします。（012歳児のみ） 

3歳児以上児は、無償。 

（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。 

 

【入園時徴収】 

◆共通◆  合計 12,000円程度 

・エニタイム・アーティスト 道具代（4,000円程度） 

・道具を入れる箱※木育（2,500円程度） 

・おもいでファイル（520円程度） 

・連絡帳 （１冊 270円程度） 

・連絡帳袋（380円程度） 

・スポーツ保険代（300円程度） 

・防災頭巾(1,500 円) 

・キミえほん(2,300 円) 

・セキュリティーカード(150 円) 

※連絡帳は無くなりましたら、新しいものを都度ご購入お願いしております。 

※2歳児は、のり（200円程度）の購入が必要となります。 



◆3～5歳児◆  合計 7,000～10,000円程度 

・のり、はさみ、絵具筆、パレット、粘土など（3,500 円程度） 

・出席シール（350 円程度） 

・園外保育代（2,000～3,000 円程度） 

・卒園アルバム、プレゼント代（3,000 円程度）※5 歳児のみ 

※園外保育は新型コロナウイルスの感染予防のため、実施見合わせの可能性がございます。 

 

 【毎月徴収】 

◆0～2歳児◆ 合計 2,100円 

・保育材料代（1,000円） 

・布団クリーニング代（1100円） 

 

◆3～5歳児◆ 合計 7,700円 

・保育材料代（1,000円） 

・布団クリーニング代（1,100円円）⇒34歳児のみ 

・主食代（1,100円） 

・副食代（4,500円） 

 ・ ※上記のほか、必要な実費については随時お知らせいたします。 

 

◆体操服・制服料金表◆ 

項目 時期 金額 

カラー帽子 全学年 入園時 1,000円 

3歳児  1,000円 

スモック サイズ 90～120 全学年 2,600円 

体操服（上）    90～120 3～5歳児 2,300円 

体操服（下）    90～120 3～5歳児 2,000円 

半そで ポロシャツ 90～120 3～5歳児 2,700円 

長袖  ポロシャツ 90～120 3～5歳児 2,700円 

（女子）ズボン    90～120 3～5歳児 2,200円 

（男子）ズボン    90～120 3～5歳児 2,200円 

ソックス    フリーサイズ 3～5歳児  

※希望者のみ任意 

350円 

通園リュック 3～5歳児 

※0～2歳児希望者 

3,300円 

※上記に記載しているサイズ以外をご希望の方は、ご相談ください。 

※業者の値上げ等で変更になる場合があります。 



（3）延長保育料 

 標準時間認定 

利用時間  食事等  月極  単発利用  

１時間（18:01〜19:00）  おやつ  5,000円 （0歳 7,000円） 650円 （0歳 850円） 

２時間（18:01〜20:00）  軽食  9,000円 （0歳 10,000円） 1,250円 （0歳 1,450円） 

短時間認定 

利用時間  食事等  月極  単発利用  

１時間 

（8:00～9:00、17:00～18:00）  
なし 3,000円 （0歳 5,000円） 650円 （0歳 850円） 

２時間（7:00～9:00）  なし  6,500円 （0歳 7,500円） 1,250円 （0歳 1,450円） 

※0歳児の利用料金は（）内をご確認ください。 

※軽食について 

①食材準備の為、前日の17時までのお申込みとなります。 

②当日のキャンセルは、12時までとさせていただきます。それ以降は、料金を徴収させていた

だきます。 

 

 

 

９． 給食について 

給食の理念 食べる事は生きる事・食でつくる心と体 

～おいしく たのしく おおきくなぁれ～ 

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。一汁二菜を基本として常に新

鮮な食材、旬の食材を使用し季節を感じられる献立にしております。

だしをしっかりきかせて薄味でもおいしい味付けで、いろいろな食感

や味を経験させることで味覚やかむ力を育みます。 

昼食・おやつ 保護者の方へは、毎月月末に翌月の献立表・給食だよりをお配りし

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・代替食で対応致します。 

ご家庭と緊密な連絡・連携を取りながら進めてまいります。 

 

 

 

 



10． 年間行事予定（令和３年度予定） 

月   行事内容 

４月 入園式（保護者参加）、健康診断 

５月 春の親子レクレーション（0、1、2歳児）、個人懇談 

６月 歯科健診、虫歯予防デー  

７月 七夕会 

８月 夏まつり、お泊まり保育（5歳児） 

９月 運動会（3、4、5歳児） 

１０月 給食試食会・健康診断 

１１月 お店屋さんごっこ・アート展覧会 

１２月 
冬の親子レクレーション（0、1、2歳児）、生活発表会（3、4、5歳児） 

クリスマス会 

１月 お正月あそび 

２月 節分（豆まき）、個人懇談、 

３月 ひなまつり、おたのしみ会（保護者参加）、卒園式 

◆毎月の行事：身体測定、避難訓練、消火訓練、誕生日会、食育 

◆その他行事：園医内科 健康診断（年2回）、園医歯科健診（年1回） 

          救命救急訓練(2ヶ月に回) 

          尿検査(4、5歳児) 

 

11． 保育活動内容  

子ども達の可能性は無限大です。からふるでは、一人一人の個性を大切にする保育をしてい

ます。これからの時代を担う子ども達が、しっかりと生きる力をみにつけ、保育園での生活の

中で非認知能力（協調性・やりぬく力・自制心・感謝する気持ち等）を伸ばす保育を行います。 

 

■エニタイム・アーティスト 

アーティストが考えるベビー・キッズのためのアートプログラム。このプログラムは新しいアー

トの創造的体験によって、子どもの潜在的な力を引き出し、「豊かな人間力」と「生きる力」を

養います。その方法は幼児の美術教育やメソッドとは異なったアプローチで、好奇心・やる

気・発想力・忍耐力・計画性などの非認知能力を伸ばしていきます。 

 

■リトミック（0、1、2歳児） 

音楽を聴いて「なんだか楽しい！気分がウキウキする！いい気持ち」と身体が自然と感じる 

ものです。この感覚を大切にし、音楽を通して「自由に表現する」活動を行うことで心と身体が

調整されることを目的としたレッスン内容となっています。多く知られている遊びも歌も様々な

アプローチの遊びを繰り返し行い歌やリズムを楽しみます。 



■体育教室（3、4、5歳児） 

子どもの発育に必要な様々な動きを取り入れ、楽しく運動遊びを行います。運動を通して、

「できない」が「できた！」ことで一人一人の自信に繋げたり、協調性やルールを守る力も育て

ていきます。 

 

■英語レッスン 

聴覚機能が完成するまでにたくさんの英語を聞いたり話したりすることで、英語独自の音や 

リズムが聞き取れるようになると言われています。ネイティブの先生と一緒に見たり聞いたり

踊ったりして、英語をインプットし遊びながらアウトプットして言葉遊びやダンスを楽しみます。 

 

■星空教室（※年4回開催） 

春夏秋冬の年4回、星のソムリエの資格を持つ星空講師が子どもたちに星空をきっかけとし

て、自然や宇宙と自分が繋がる感性を教えてくれます。子どもたちに下や真横を向くだけでな

く、時には宙（空）を見上げることの大切さを伝えていけたらと思います。 

 

■からふるな木育 

木を取り入れた生活の中で木と森に親しみ、人と木や森の関わり・森林づくりの大切さを考

え、豊かな心を育む活動です。木のおもちゃや道具を使うことで美しい色や木目、匂い、良い

音、温かい心地の良い肌触りなどは乳幼児の発達に欠かせない五感を刺激します。 

 

12． プライバシーポリシー 

 

■からふる福岡東保育園 個人情報保護法に関する基本方針 

からふる福岡東保育園（以下「当園」といいます）は、皆様へ安心・安全・信頼の 

サービスを提供するに当り、皆様の全ての個人に関する情報(以下「個人情報」といいます)の

取り扱いについて規定を定め、個人情報の適切な保護に努めてまいります。 

 

①個人情報保護方針 

（１）当園は、個人情報保護に関する法律、およびその他の関連法令等を遵守します。 

（２）当園は、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編） 

（平成29年3月一部改正）を遵守します。 

（３）当園では、取り扱うすべての個人情報に対し、適切な管理を行います。 

（４）当園で業務に従事するすべての者は、園児・卒園児その保護者をはじめとする 

各種個人情報を守り、その信頼に応えます。 

（５）当園は、情報への不正アクセス、情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを防ぐ 

ため必要かつ適切な安全管理措置を講じるとともにその改善に努めます。 

 



②個人情報の取扱について 

（１）利用目的の特定 

当園では、取得した氏名、住所、電話番号等の個人情報を下記の目的で利用します。 

本人確認、お問合せ対応、通知・お知らせの案内に利用いたします。 

個人情報をご提供いただく際に、その利用目的をできるだけ特定し、皆様に通知・公表いたし

ます。 

 

（２）個人情報の開示 

当園は、自己に関する個人情報の開示の請求があった場合は、本人確認を行ったうえで、こ

れに応じます。また、個人情報の内容の訂正等の申出があった場合も、速やかに対応いたし

ます。 

 

（３）個人情報の利用・提供 

当園は、保育・教育を提供するために必要な範囲で個人情報を取得し、取得目的の範囲内

で利用・提供を行います。個人情報を教育活動や園業務等、あらかじめ定めた目的以外に使

用しません。 

 

（４）第三者提供 

当園は、個人情報を取得目的の範囲内で利用するとともに、適切な方法で管理し、個人情報

の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ることを行わない限り、第三者に個人情報を開

示、提供しないものとします。ただし、次の場合はこの限りではありません。当園が行う個人

情報の第三者提供は以下の通りです。 

・刑事訴訟法第218条（令状による差押え・捜索・検証）その他同法の定めに基づく強制の処

分が行なわれた場合。 

・生命、身体又は財産の保護のために必要があると当園が判断した場合。 

・福岡市から情報提供を求められた場合 

 

③継続的な改善 

当園は、個人情報が適正に取り扱われますよう、継続的な改善に取り組んでまいります。 

また、改善した内容を、この基本方針に随時反映してまいります。 

 

④個人情報のお問い合わせ 

当園保有の個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは、以下までお願いします。 

からふる福岡東保育園 

〒813-0044 住所福岡市東区水谷2丁目10番26 

TEL：092-672-8080        FAX：092-672-8079 

 



■からふる福岡東保育園 ホームページ・SNSの個人情報保護方針 

からふる福岡東保育園ホームページは、園児、教職員ならびに保護者のプライバシーを尊重

しつつ有効な情報発信のために、下記の方針で運用しています。 

 

◇目的 

 1．からふる福岡東保育園ホームページは下記の目的の為に公開しています。 

 （1）当園の特色や園児たちの活動を、皆様に知っていただくため。 

 （2）当園の園児の活動を保護者に公開し、活動への理解と協力を得るため。 

 

◇責任者 

 2．からふる福岡東保育園ホームページに掲載された情報についての責任者は園長です。 

 

◇システム管理 

 3．責任者はホームページ作成の適正を図るため、システム管理を徹底いたします 

  

◇ホームページ・SNSによる情報の発信 

 4．写真や個人情報の発信は次の通りとします。 

 （1）写真を載せる場合は名札等の名前は消すなど修正すると同時に、 掲載した文章など 

から個人名が判別される事の無いように十分な注意を払います。 

 （2）保護者から掲載を希望しないとの申し出のあった園児の写真は、集合写真や複数の 

園児との活動場面の写真とし、個人が特定できない写真のみ掲載します。 

 

 

 

■連絡網の作成について 

1．当園から保護者各位への連絡を迅速に行うために、その用途に限って使用するクラス毎 

の連絡網を作成し園内のみで使用いたします。 

2．当園からメールでの保護者連絡のため、メールアドレスを取得します。 

同様に、その用途に限り使用します。 

 

■駐車場について 

別途、誓約書がございます。 

 

 

 

 

 



14． 最後に 

 

当園における保育・教育の提供を開始するにあたり、本書面に基づき重要事項の説明を行い

ました。 

  

                        保育園名：からふる福岡東保育園 

                        所在地 ：福岡市東区水谷 2-10-26 

                        説明者職名：施設長    藤井 晃子 

 

 

 

記載した内容は、あくまでも予定であって、この内容の通りに実行することをお約束するもの

ではありません。都合により、変更する場合がございます。尚、変更する場合には、事前に園

での掲示、あるいは通知等、適宜の方法により、ご連絡したいと考えております。 

 

以上、重要事項説明書をご熟読いただいた上、園の規則を固く守り、すべての項目に 

同意いたします。 

 

令和    年    月    日               

                           

保護者名：                      ㊞ 

（署名でも可） 


