
五十川保育園 しおり（重要事項説明書） 

              

〈令和４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 

この社会福祉法人は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう

に創意工夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はそ

の有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会において営むことが出来る様に支援することを目的と

して社会福祉事業を行う。 

 

３ 運営方針 

（１） 子ども達の豊かな未来を創る 

 

 

４  保育所の概要 

名称 五十川保育園 第二 五十川保育園（分園） 

所在地 福岡県福岡市博多区諸岡３丁目

２２－７ 

福岡県福岡市博多区那珂３丁目８

－９ 

電話番号  092-585-8501 092-292-3983 

法人創立年月日 昭和51年2月23日 

事業認可年月日 昭和51年4月1日 

施設長氏名 山下 裕子 

利用定員 ０歳児    …21名 

１・２歳児  …88名 

３・４･５歳児…180名   計289名  

０歳児    …9名 

１歳児    …11名 

               計 20 名 



五十川保育園 第二 五十川保育園（分園） 

職員数 69名 

特別保育の実施状況 障がい児保育，延長保育（2時間） 障がい児保育，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 原田内科･小児科医院：原田 寛 

 

 

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 午前７時00分から午後１８時00分まで 

保育短時間

の保育時間 

午前９時00分から午後１７時00分まで 

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） 

 

 

６ 施設の概要 

敷地 面積 １１５６．３７７㎡ ４９３．２８㎡ 

建物 鉄筋コンクリート造 ４階建て 延べ床面積

１８６２．８１㎡ 

鉄筋コンクリート造 ２階建て 

延べ床面積 ２８１．５８㎡ 

施設の内容 ・乳児室・ほふく室 ３室 面積２１１㎡ 調

理室 １室、保育室・遊戯室 ９室 面積７

２２．６２㎡ 調乳室 １室、乳幼児用トイレ 

５箇所 屋外遊戯場   

・乳児室・ほふく室 ４室 

 面積 １３２．６２㎡、 

・ランチルーム １室２８．１８㎡ 

調乳室 トイレ２箇所 

 

 

７ 職員体制 （令和４年４月１日現在） 

 

 

 

 

職 名 人数 

園長  １人 

副園長 １人 

主任保育士 １人 
保育士 59人 

調理員 7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。 

（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 絵本代 毎月３７０～４５０円程度 全園児 

②道具代（粘土，はさみなど）  ０歳児 新入園児  1,200円程度 

                       １歳児 新入園児  4,000円程度 

                       ２歳児 新入園児  5,300円程度 

                       ３歳児 新入園児  9,500円程度 

                       ４歳児 新入園児 16,000円程度 (ピアニカ代含む) 

                       ５歳児 新入園児 15,000円程度 (ピアニカ代含む) 

          ≪ご家庭にあるものを使っていただいたら徴収額が変わります≫ 

   ③主食費 毎月１,000円 3歳以上児 

   ④副食費 毎月4,500円 3歳以上児 

   ⑤紙おむつ代 実費 おむつを必要とする子ども（希望者のみ） 

   ⑥体育服上着 2,000円･ ズボン 1,500円・ 体操帽子 560円 

   ⑦制服代金 ブラウス1,340円 ズボン 2,620円 スカート 2,610円 ベスト2,620円 

（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 100 円加算） 

      ※分園は１時間延長のみです。 

単発 （標準時間保育の場合） 

＜朝の延長＞ 

朝の延長はありません。 

＜夕方の延長＞ 

30 分延長（18 時 30 分までのお迎え）500 円（※0 歳児は 600 円） 

18 時 30 分以降は 15 分毎に 200 円ずつ加算（※0 歳児は 300 円ずつ加算） 

単発 （短時間保育の場合） 

＜朝の延長＞ 

30 分延長（8 時 30 分以降の登園）500 円（※0 歳児は 600 円） 

8 時 30 分以前は 15 分毎に 200 円ずつ加算（※0 歳児は 300 円ずつ加算） 

＜夕方の延長＞ 

30 分延長（17 時 30 分までのお迎え）500 円（※0 歳児は 600 円） 

17 時 30 分以降は 15 分毎に 200 円ずつ加算（※0 歳児は 300 円ずつ加算） 

※月曜日から金曜日の 20：00 以降と土曜日の 18：00 以降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 分当たり 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

料を一切使わず、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配信します。 

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４年度） 

月   行 事 内 容 

４月 入園式 親子遠足、園外保育 

５月 内科検診 歯科検診 ぎょう虫･尿検査･観劇会 

６月 保育参観・懇談会  

７月･８月 プール開き 七夕会 、交通安全教室 、お泊り保育 

９月 敬老の集い 運動会 

１０月 内科検診、園外保育、父母会バザー 

１１月 園外保育［芋掘り］  防災訓練 

１２月 クリスマス生活発表会 

１月 音楽発表会･５園合同音楽会 

２月 節分［豆まき］、マラソン大会、縄跳び大会、保育参観、試食会  

３月 ひな祭り会 お別れ遠足（５・４・３歳児）  卒園式 

※行事については、コロナ等の事情により、中止・延期になる場合があります。 

 

◎毎日の設定保育： カード遊び・運動遊び・音楽遊び・読み書き・算数（３・４・５児） 

◎毎月の行事： 身体測定・避難訓練・安全指導・誕生会・食育の日 

◎運動･音楽指導：体育指導･英語（毎週１回、３・４・５歳児） 

            バイオリン・ピアニ-教室(４･５歳児) 

            習字･日舞･珠算・絵画教室(５歳児) 

◎課外・体育教室・プール・英語教室・オルガン教室・バイオリン教室 

 


