
大塚第一保育園 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 社会福祉法人 清風会 

代表者氏名 理事長  手嶋 常次 

法人の所在地 福岡県福岡市博多区金の隈３丁目２４番５５号 

法人の電話番号 ０９２－５０３－１０８１ 

定款の目的に定めた事業 第1種社会福祉事業 

  特別養護老人ホームの経営 

軽費老人ホームの経営 

第２種社会福祉事業  

  保育所の経営 

  介護老人保健施設の経営 

  老人短期入所施設の経営 

 

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 

 

３ 運営方針 

（１） 一人ひとりの個性を尊重した人間づくり 

（２） 子ども達の限りない可能性を育む 

 

４  保育所の概要 

名称 大塚第一保育園 

所在地 福岡県福岡市西区今宿町376－１ 

電話番号  092－807－３835 

法人創立年月日 昭和51年2月23日 

事業認可年月日 平成30年4月1日 

施設長氏名 内田 のり子 

利用定員 ０歳児 … 9名  

１歳児 …２0名 ・ ２歳児 …２３名 

３歳児 …２６名 ・ ４歳児 …２６名 ・ ５歳児 …２６名 

計１３０名  

職員数 約30名 

特別保育の実施状況 さぽ～と保育，延長保育（2時間） 

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 アーバンハートクリニック  渋井俊之 



５ 開所日・開所時間及び休所日 

開 園 日 月曜日から土曜日まで 

開園時間 平日    午前7時から午後8時まで 

土曜日  午前7時から午後6時まで 

標準時間保育 

短時間保育  

午前 ７時00分から午後 ６時00分まで （一日当たり 長１１時間） 

午前 ８時30分から午後 ４時30分まで （一日当たり 長８時間） 

休園日 日曜日、国民の祝日、休日、年末年始（12月29日から1月3日） 

      

 ※上記の時間を超えて預ける場合は、延長利用料金が発生いたします。 

 

 

６ 施設の概要 

敷地 面積 １３６８．６６㎡ 

建物 鉄筋コンクリート造 ２階建て 延べ床面積６８２．８８５㎡ 

施設の内容 乳児室・ほふく室 ２室 面積１３４．３６㎡   調理室 １室 ３８．２２㎡ 

保育室 ４室 面積２４３．４２㎡   調乳室 １室、５．１０㎡  

乳幼児用トイレ ３箇所   屋外遊戯場 面積５０８㎡ 

 

 

７ 職員体制 （2021年4月1日見込み）  

  

 

  

 ※園児の人数に合わせて職員の人数は、若干変動します。 

 

 

 

 

 

 

 

大塚第一保育園 

職 名 人数 

園長  １人 

主任保育士 １人 

保育士 23人 

調理員 4人 

事務員 1人 

嘱託医 １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します。（保育料の納付は口座振替をお願いいたします。） 

（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。 

① 毎月徴収（福岡銀行口座振替 27日） ※福岡市の保育料とは、違います。 

・絵本代 毎月３8０～550円程度 全園児 

・主食費 毎月1,000円 3～5歳児 

・副食費 毎月4,500円 3～5歳児     

※令和1年10月1日から保育料無償化に伴い副食費は、自己負担になりました。 

②入園時に購入するもの 

・道具代（粘土，はさみなど）・・・0歳児   2,450円程度 

                    1歳児   3,900円程度 

                    2歳児   5,700円程度 

                    3歳児   6,100円程度 

                    4歳児   6,500円程度 

                    5歳児   6,600円程度 

・体育服（園指定）・・・上着  1,800 円  ・ズボン 1,100 円 （1～5 歳児） 

・制服  （園指定）・・・ベスト 2,570 円  ・ブラウス 1,440 円 （4・5 歳児） 

ズボン 2,570 円  ・スカート 2,570 円 ・ハイソックス（紺）540 円 （4・5 歳児） 

リュック 2,570 円  （2～5 歳児） 

   ※随時注文可能です。 

③紙おむつ代 1枚100円 おむつを必要とする子ども（希望者のみ） 

（3）延長保育 

 月極   １時間契約   6,000 円（0 歳児は 1,000 円加算） 

  ２時間契約   8,000 円（0 歳児は 2,000 円加算） 

◎１時間契約の方が１９時 0１分（短時間保育の方は、18 時０１分）を過ぎた場合は、15 分ごとに200 

円加算されていきます。 （0 歳児は更に 100 円加算） 

 単発  

① 標準時間保育利用の延長 

18 時 01 分から 18 時 30 分までのお迎え 500 円（0 歳児は 600 円） 

◎18 時 31 分から 15 分ごとに 200 円加算されていきます 

  18 時 31 分から 18 時 45 分までのお迎え 700 円（0 歳児は 800 円） 

18 時 46 分から 19 時 00 分までのお迎え 900 円（0 歳児は 1,000 円） 

19 時 01 分から 19 時 15 分までのお迎え 1,100 円（0 歳児は 1,200 円） 

19 時 16 分から 19 時 30 分までのお迎え 1,300 円（0 歳児は 1,400 円） 

19 時 31 分から 19 時 45 分までのお迎え 1,500 円（0 歳児は 1,600 円） 

19 時 46 分から 20 時 00 分までのお迎え 1,700 円（0 歳児は 1,800 円） 

※短時間保育利用の延長料金は、事務室に問い合わせをお願いします。 



※前延長の方も同じ計算です。 

※月曜日から金曜日の 20 時０１分以降と土曜日の 18 時０１分（短時間保育は、16 時 3１分）以降の

お迎えは、保育提供時間ではありません。 

不慮の事故等により万一、お迎えが遅れた場合は、15 分ごとに 1,000 円の料金が必要となります 

のでご注意ください。（延長保育事業補助金対象外のため） 

 

 

 

 

９ 給食について 

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。天然素材のダシを使い、化学調味料を

できるだけ使わず、和食を中心とした献立を取り入れています。 

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（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。 

 

 

10 年間行事予定 （令和３年度） 

月   行 事 内 容 

４月 令和３年度保育開始 

５月 尿検査 

６月 保育参観・歯科健診・防災訓練 

７月･８月 七夕会・夏の遊び 

９月  

１０月 内科健診・ふれあい参観(運動遊び)         

１１月 園外保育（５歳児）・防火訓練 

１２月 クリスマス会 

１月 生活発表会・ 

２月 節分［豆まき］・保育参観・保護者講演会 

３月 
ひな祭り会・お別れ遠足（５歳児）・卒園式(5歳児と保護者） 

令和4年度内科健診 

◎毎日の設定保育：体育・読み書き・すうじ（３～５歳児）・絵本視聴・歌・製作 

◎毎月の行事：身体測定・避難訓練・誕生会・食育の日 

◎課内活動：体操・英語（３～５歳児） * 絵画・そろばん（5歳児） 

 

 

 


