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重要事項説明書）

松原学園

認定こども園ひかりと風とサクランボ
〒819-0164
福岡県福岡市西区今宿町 205 番地
ＴＥＬ ８０５－７１００
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1

事業者

事業者の名称

学校法人 松原学園

代表者氏名

理事長 加耒 義朗

法人の所在地

福岡県福岡市西区今宿１-２５-３

法人の電話番号

092-806-0220

2

（姉妹園の松原幼稚園につながります）

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

認定こども園の概要

施設の種類

幼保連携型認定こども園

施設の名称

認定こども園 ひかりと風とサクランボ

施設の所在地

福岡市西区今宿町 205 番地

電話番号

092-805-7100

法人設立年月日

昭和５７年３月２９日

事業認可年月日

平成２９年４月１日

園長氏名

加耒 義朗

利用定員

・０歳児＝6 名 ・１歳児＝12 名・２歳児＝12 名
・３歳児＝２0 名・４歳児＝２0 名・５歳児＝２0 名

特別保育の実施状況

障がい児保育、延長保育（1 時間）
、一時保育

職員への研修の実施

各自の仕事のレベルを高めるために全ての職員に実施

嘱託委医 嘱託歯科医

そのだこどもクリニック：園田 和孝
柴田歯科医院：柴田 博之

4

施設の目的・運営方針
幼児期において、「明るく、仲良く、元気な生活」を保障することは、生涯にわたる人
格形成の基礎を培う最重要課題であると位置づけ、以下の運営方針に基づき幼児教育・
保育を一体的に提供してまいります。
⑴ 「喜ぶものと共に喜び、泣くものと共に泣きなさい」という聖書の言葉を根幹にす
え、常に子どもの現在と将来の幸せを考えた共感の保育を目指します。
⑵ 子育て支援につとめ、保護者から信頼される施設を目指します。
⑶ 保育現場は子ども達にとって家庭の延長としての意味をなす場所との認識のもと、
保育従事者にとっても明るく楽しく働きやすい職場であることを目指します。

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

開所時間

７時００分から１８時００分まで

保育短時間の

８時３０分から１６時３０分

保育時間
休園日

日曜日 国民の祝日・休日 年末年始（１２月２９日～１月３日）

６ 施設の概要
敷地面積

4,035.11 ㎡

建物

鉄骨造平屋建て 延床面積 821.20 ㎡

施設の内容

保育室 6 室 面積 309.12 ㎡ 幼児用トイレ４箇所
園庭面積 650.00 ㎡

７ 職員体制
職名

人数

園長

1名

主幹保育教諭

2名

保育教諭

18 名

看護師

1名

嘱託医

1名

嘱託学校薬剤師

1名

８ 学級編成
学級

定員

ひよこ組（０歳児クラス）

6名

りす組 （1 歳児クラス）

12 名

うさぎ組（2 歳児クラス）
こあら組（３歳児クラス）

12 名
5 名（1 号認定）
20 名（2 号認定）

きりん組（４歳児クラス）

5 名（1 号認定）
20 名（2 号認定）

ひかり組（５歳児クラス）

5 名（1 号認定）
20 名（2 号認定）

9 カリキュラムについて
3，4，5 歳児クラスは、絵画教室・体育教室・英会話を保育の中で行います。
（行事前や長期休業中はお休みになることもあります。日程は園だよりでお知らせしています。
）

10 保護者の負担について
⑴保育料
0～2 才児クラス

保育料は福岡市が決定します。

3～5 才児クラス

市が定めている保育料月額は無償（0 円）となります。

⑵保育料以外の費用
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。
①給食費
内訳：

月 5,500 円

※３歳児クラス以上

主食代（ごはん等代）1,000 円
副食費（おかず代） 4,500 円

行政の通知により副食費が無償化の対象となる場合は、主食代のみご負担いただきます。
②制服代一式 34,000 円程度
冬制服ボレロ 冬ズボンｏｒ冬スカート 長袖ブラウス 冬帽子 体操服 短パン
長袖スモック カバン 上靴入れ 半袖ブラウス
夏ズボンｏｒ夏スカート 夏用スモック 夏帽子
③道具代 9,000 円程度
④月刊絵本代 月 400 円前後

※2 歳児以上

⑤布団リース代 月 1,000 円（税別） ※0～3 歳児まで
当園では、布団リース月 1,000 円（税別）のサービスを導入しています。
月 2 回、洗濯、乾燥した清潔な寝具と交換致します。
⑥スクールバス代 月 2,000 円

※満 3 歳児以上 希望者のみ

〈利用規約より一部抜粋〉
・満３歳児以上で玄洋、今宿、西都校区に限り、送迎バスを利用することができます。
・申し込み多数の場合、抽選となります。
・長期休業日は、スクールバスの運行がありません。
（年間を通してお預かり保育の月極申込の方は除く）
・土曜日の運行はありません。また、お盆期間や園行事や悪天候などで
急な運行停止になる場合があります。
⑦卒園アルバム代 月 1,000 円程度 ※5 歳児のみ

１1 短時間保育と延長保育事業
保育短時間のお子様が午後 4 時 30 分を超えて保育を希望される場合は、
お預かり保育を利用することができます。
また、在園するすべての乳幼児は午後 6 時を超えて 7 時までの延長保育を
利用することができます。お預かり保育と延長保育の料金は下記のとおりです。
午前 7 時～8 時 30 分

午後 4 時 30 分～6 時

無料

単発 300 円

通常保育

午後 6 時～7 時 30 分ごとに 500 円

※網掛け部分は延長保育料です。
※延長保育料の月極料金について
月額で利用の場合の料金について
午後４時３０分～６時００

月額 3,000 円

午後６時００分～7 時００まで

月額 7,000 円

12 その他
登園時間等について
・登園時間

９時 00 分までに登園して下さい。

・遅刻・欠席は８時３０分までに、必ず連絡して下さい。
尚、連絡をされる際は、必ずクラス名と名前、欠席の理由を明確にお伝え下さい。
連絡について
・住所、電話番号、勤務先等の変更がある場合は必ず、事務室へお知らせ下さい。
・送迎が保護者登録された方以外の場合は事前にお知らせ下さい。
連絡を頂いていない方へのお渡しはできません。
送迎について
・駐車場の数に限りがありますので、速やかに送迎して下さい。
また、近隣や路上への駐車はご遠慮下さい。
・登園時及び、入室の際は入口横に置いている消毒液で必ず、手を消毒して下さい。
土曜保育について
・出席される方は、必ず木曜日までに職員にお知らせ下さい。
・土曜保育は、体操服登園になります。
（着替えを１セット持たせてください。）

衛生・安全管理について
・爪は短く切って下さい。
（マニュキュアは禁止しています。
）
・髪は短くするか、長い方は必ず結んで登園して下さい。
・飾りがついているゴム、ヘアピンは危険な為、つけないで下さい。
・髪を染めたり、剃り込んだり、パーマをかけることはしないで下さい。
・ワンピース、スカート、ノンスリーブ、甚平などは活動に適しませんので、
Ｔシャツ、ズボンなど過ごしやすい服装でお願いします。
また、活動の妨げになるので、タイツは履かないで下さい。（スパッツ可・無地）

（子どもの病気・怪我について）
・発熱・・・37.5℃以上で様子を見て連絡をいれさせていただきます。
38.0℃を超えますと、お預かりできませんのでお迎えをお願いします。
【登園の目安】前夜から当日の朝まで解熱剤を使用せずに熱が上がっていないこと
【理

由】解熱剤を使用した場合は、朝熱が下がっていても園で再度発熱する
可能性が高い為。
３７℃台の熱でも状態によりお迎えを要請することがあります。

・下痢
【登園の目安】当日、朝までの２４時間に元気で食欲があり、下痢が治まった場合
【理

由】下痢は発病後１週間以上にわたり便中にウイルスを排出します。
ごく少量のウイルスでも感染します。下痢をしている期間は登園を
控えて頂きます。
園で大量の下痢、少量でも２～３回以上の下痢をした時は、
お迎えを要請することがあります。

※予防接種を受けた当日の登園はできません。
※与薬、塗薬等は与薬情報書が必要です。
・受診を必要とする怪我をした場合は、下記の様に対処をします。
① 応急処置
② 保護者に連絡
③ 病院受診

※病院受診の場合は症状について
医師から説明してもらいます。

・感染症一覧
病名

登園のめやす

麻しん（はしか）

解熱後３日を経過してから

インフルエンザ

発症後５日、かつ解熱後３日を経過するまで

風しん

発症が消失してから

水痘（水ぼうそう）

すべての発疹が痂皮化してから

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）

耳下腺の腫脹が消失してから

結核

感染の恐れがなくなってから

咽頭結膜炎（プール熱）

主な症状が消え２日経過してから

流行性角結膜炎

結膜炎の症状が消失してから
・特有の咳が消失し、全身状態が良好であること

百日咳

・適正な抗菌性物質製剤の治療が終了するまで

腸管出血性大腸菌感染症（0-157 など）

医師により感染のおそれがないと認められるまで

その他のご案内・承諾事項
・４,５歳対象にスイミングとサッカークラブがあります。保育時間内で行います。
申込の場合は下記の通りです。
① スイミング

月額 3,000 円（税別）※初回申込時、年度更新月は別途保険料 1.000 円

② サッカークラブ 月謝 2,000 円

※初回申込時、年度更新月は別途保険料 900 円

Ａ 礼拝と献金について
経営母体である学校法人松原学園はキリスト教を背景として設立された学園です。
本園もその伝統を継承しています。日々の生活の中で、お祈りがあり讃美歌が歌われま
す。
また、金曜礼拝の中では献金があります。これは日々感謝と、助け合いのこころを
あわせ持った捧げ物です。献金はプールされ、援助を必要とする施設や災害時の義援金
として使われます。
保護者様のご理解とご協力をお願いします。
（金額にきまりはありません。少額で結構です。
）
Ｂ 動物飼育について
自然教育の一環として小動物（うさぎ）を飼育しています。
Ｃ 害虫駆除について

害虫からこども達を守る為、業者による害虫駆除を行います。

