グ

入園の手続き
入園の年齢
●産休明け（生後２ヶ月）
から就学前まで保育します。

定

員

こどもと家庭にやさしい

● 定員 ７０名

（０歳～５歳）

入園受付
●お問い合わせは日立市役所
子ども施設課、または
小木津聖徳保育園へどうぞ。
いつでも行っております。

公

その他
● 保育料・・保護者の所得によって異な

ります。
（市役所決定）

認

お ぎ つ しょうとく

小木津聖徳保育園

その他の経費
・保護者会費・・月額

「より質の高い保育園を目指して」

７００円

・主食費・副食費（３歳児以上）
月額

６，５００円

●育児相談については、来園または電話
にて行っております。
●保育園見学はいつでもできます。
（事前にお電話ください。
）
●心身にハンディのあるお子さまも保育
いたしますので、ご相談ください。
小木津聖徳保育園付近見取り図

設置者

アクセス
キ
グ
ナ
ス

ＪＲ小木津駅下車

徒歩１０分

バス利用
旧国道経由
小木津山自然公園入口下車 ５分

社会福祉法人 聖徳福祉会
理事長 秋山 順弘
住所
日立市小木津町２－２－１１
TEL
０２９４（４２）４３２８
FAX
０２９４（４２）４４８１
E-MAIL http://www.syoutoku.or.jp
Email
ogisyo@aqua.ocn.ne.jp

小木津聖徳保育園
ＨＰ ＱＲコード

経営の理念・基本方針
個人情報の委託
当園は、園医等、業務の委託先に情報を提供することがあります。この場合、必要な限度で個人
情報を提供し、契約等の義務付けによりその委託先からの漏えい、再提供の防止を図ります。

個人情報の訂正等について
既に登録した個人情報の開示・訂正・利用停止（以下、総称して「訂正等」といいます。）を希
望される場合は、当園までご連絡下さい。その際、訂正等手続についてご案内いたします。 なお、
訂正等にあたっては、ご本人を確認する証明書などが必要となりますので、予めご了承ください。

【宣言】

一、
子どもと共に、人間らしく今を生きます。
子どもの主体性を尊重し、育ちに寄り添い、子どもから学びま
す。
一、
保護者と共に、人間らしく今を生きます。
保護者に寄り添い、子育ての時間を共通して、共に育ち合いま
す。
一、
地域社会と繋がりをもち、人間らしく今を生きます。
地域の子育て応援団として積極的に関わり、共に育ち合います。
一、
仲間と共に、人間らしく今を生きます。
仕事を通じて、互いに育ち合い、豊かな人生を歩み続けます。

リンク先のサイトに関して
当園のウェブサイトからリンクされている他のウェブサイトにおいては、個人情報の安全確保に
ついては、当園は責任を負いかねます。各リンク先においては、個人情報の取り扱いに関する規程
内容をご自身でご確認いただき、安全を確保されるようお勧めいたします。

お問い合わせについて
当園の個人情報の取り扱いに関するご意見・ご質問は、下記までお願いいたします。

小木津聖徳保育園 TEL 0294（42）4328
URL

http://www.syoutoku.or.jp

経営の基本方針
（１） 人権を尊重し、プライバシーを保護する事を第一義として、法令を順守してまい

ります。また透明性を確保して、健全な経営ができるように情報の公開に努めま
す。
（２） 人類の歴史の真実を柱として、
「共に生き、共に育つ」真宗保育の実践を受け継

ぎ、「保育所保育指針」を依拠にして目標の具現化に努め、家庭養育の補完をし
ます。
（３） 子どもの健康と安全と情緒の安定した生活が出来る環境を用意し、自己を主体的

に発揮しながら活動できるようにする事により、健全な心身の発達を図り、豊か
な人間性を持った子どもを育成します。
（４） 時代や社会の趨勢を見極め、社会の要請に応える使命感を持ち、利用者の要望や
意見、相談に際しては、解りやすい用語で説明して、公的施設としての社会的責
任を保ちます。
－１－

姉妹保育園

姉妹保育園

・聖徳保育園℡:0293（23）5266
・聖徳保育園℡:
高萩市安良川0293(23)5266
271
高萩市安良川271
・滑川聖徳保育園℡：0294（22）7133
・滑川聖徳保育園℡:0294(22)7133
日立市滑川本町 1-15-6
日立市滑川本町1-15-6
・森山聖徳保育園℡:0294（52）0774
・森山聖徳保育園℡:0294(52)0774
日立市森山町 3-17-1
日立市森山町3-14-1
・れんげ保育園℡:0294（54）2201
・れんげ保育園℡:0294(54)2201
日立市森山町 3-9-7
日立市森山町3-70-1

設置者
社会福祉法人

聖徳福祉会理事長 秋山順弘

http://www.syoutoku.or.jp

－１４－

個人情報に保護に関する基本方針

保育方針
ま

こ

と

真実のもと

はじめに
聖徳保育園グループ（以下「当園」といいます）は、プライバシー・個人情報（以下、
「個人情
報」といいます。
）の保護を重要な課題と考え、ネットワーク社会における責務を果たしてまいり
ます。

個人情報の定義について
本方針にいう個人情報とは、本人（保護者）の氏名、生年月日、電話番号、住所、勤務先等の

「つよく」 「あかるく」
「なかよく」
伸びていくことを願っています。

情報で、このうちの 1 つまたは複数の組み合わせにより、個人を特定することのできる情報を言

せいめい

１

います。

生命尊重 ：
ほうおん

個人情報の利用について

２

個人情報を、園児・児童等に対する保育・教育的効果を高めるため、園児・児童等の適切な管
理をするため、園児・児童等の健康管理のため、必要時のご連絡のため、その他正当な目的のた
めに使用します。当園は個人情報を、保護者の同意なく上記利用目的以外には利用いたしませ
ん。但し、次の場合は除きます。

真実の心にふれ、命の尊さと生きる喜びを感じる

かんしゃ

報恩感謝 ：
わごう

３

そんちょう

身近な自然や社会の恵みに感謝し、明るい態度をつくる

しょうじん

和合精神 ：

みんななかよく希望をもって、正しい行いにつとめる

めざす子ども像

１．保護者の同意がある場合
２．法令に基づく場合
３．人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、保護者の同意を得

１

「 先人の 恩徳」 を 敬い 、 明る く ゆた か な心を 持っ た 子。
（ 情緒、 情緒的発達の 側面）

２

「 あ り が と う 」 が素直に い え る 協調的で 自主・ 自立・ 自発の で き る 子。
（ 社会的発達の 側面）

３

「 よ く き く 」 態度を 身に つ け 、 理解の 探求と 創造の で き る 子。
（ 知能、 意識的発達の 側面）

４

「 お て つ だ い 」 する こ と に 喜びを 感じ 、 健康で 活発な子。

ることが困難であるとき。
４．公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、
保護者の同意を得ることが困難であるとき。
５．国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す
ることに対して協力する必要がある場合であって、保護者の同意を得ることにより当該
事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
当園は、第三者へ個人情報の開示はいたしません。但し、次の場合には、第三者への開示を行

（ 身体的発達の 側面）

うことがあります。
１．保護者の同意がある場合

第三者評価に耐える保育園運営

２． 法令に基づく場合
３．人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、保護者の同意を得る

２

保育園運営のシステム化（保育指導計画・運営等のシートによる実践と評価・
ＰＤＣＡの実践）
聖徳グループ内職員の研修体勢の強化・推進（個別保育・年齢別・領域別）

３

聖徳グループ内の情報の共有化（ネット化）による能率の向上

４

作業の効率化と保育の質の向上

１

ことが困難であるとき。
４．公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、
保護者の同意を得ることが困難である時。
５．国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す
ることに対して協力する必要がある場合であって、保護者の同意を得ることにより当該
事務の遂行に支障を及ぼすおそれのある時。

－１３－

－２－

自主的個別保育

-保育園の概要
生きる力を育てる-

保育園の概要

● 当園では、モンテッソーリ教育の原理に基づいた「自主的個別保育活動」を取り入れています。
個々の子供たちが抱く興味や関心、今やりたいことなど、一人ひとりの欲求を満たす環境を整えること

１．事業開始

１９７２年５月（昭和４７年）

で、子どもが自主的・主体的な活動に専念でき、集中力や生活の技能・知識を身に付けていきます。
当園では、この教育法を『おしごと』と呼び、毎日取り組むことで「自分のことは自分でできる」子ども

２．定員数

７０名（０歳児～就学前）

を育てていきます。

おしごと
５つの領域

３．在園児数

これらの教具・教材は０歳か
ら６歳まで年齢ごとに一貫性が
あり、子ども達の発達や興味に
合わせて環境が設定してありま
す。
教材は教師側が与えるのでは
なく、子どもたち自身が選択し
ます。子どもの主体性を尊重
し、各々の発達や興味に合わせ
て自由に活動させることによっ
て、子ども達の自立心が高めら
れるのです。

（２０２１年７月１日現在）

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

合計

6

11

10

11

13

14

65

４．職 員

日常生活の練習

感覚教育

本物の子供サイズの教具を
使い、生活の中で直面する
いろいろなものの本質に触
れていきます。運動器官を
発達させ、独立心を獲得し
「自立」への道を歩む原動
力となります。他の教育に
続く分野の基礎となりま
す。

色の感覚、においの感覚、
重さの感覚、手触りの感
覚、音の感覚など、視覚・

園長

副園長

保育士

看護師

１

０

11
6

1
０

常勤
非常勤

栄養士
（兼任）
０
０

調理員

用務員

１
１

０
3

事務
（兼任）
０
０

合計
14
１０

聴覚・嗅覚・味覚・触覚
を、目、耳、鼻、舌、肌の

５．開園時間 平日・土曜

感覚器官に訴えかけ、知的

７：００～２０：００

日祭日 ８：００～１９：００

発達の基礎を作ります。

６．施 設
敷地面積

３３２５．９８㎡

建

新館 鉄骨二階建て

物

旧館 木造平屋建て
延床面積

７７７．２６㎡

床暖房

ＯＭソーラー方式（太陽熱利用）

省エネ設備

雨水利用設備

数教育

言語教育

文化教育

ＬＥＤ電灯

具体的な物と数の対応や大
きい、小さい、長い、多
い、少ないなどの数学的な
考え方のベースになる要素
を、実際に手に取ったり目
でみたりしながら、具体的
に感じていきます。感覚で
体験した印象を秩序立てる
能力を育成し、数の概念獲
得へ導いていきます

言語の基礎を作る時期であ
る幼児期に「話し言葉」を
より完成させ、言語が豊か
になるように関わっていき
ます。文字遊びや言葉遊び
を通して楽しく言語遊びを
行い、発達に合わせて体験
することで自然に生活に必
要な「言語」を身に付けて
いきます。

歴史、生物、地理、音楽な

太陽光発電設置

ど身近な事柄に触れたり、

７．給 食

観察したりして、知的好奇

（平日・土曜日）

完全給食・おやつ

心を刺激し想像力を発展し

（日祭日）

お弁当・おやつ持参

ながら、自分の身の回りの
すべてを愛することができ
る人間になれるように意識
化していきます。

“共に生き共に育つ”の理念のもと、一人ひとりが自ら遊びを選び、遊び込む中で経験を豊かにして、生活

８．積極的な情報公開
・園だより毎月発行
・ホームページで保育園の内容公開
・ポリシーブック
（家庭と保育園をつなぐ冊子）

個人情報保護に関する基本方針

に必要な技能や知識を身につけてほしいと考えております。また、保育園は「大きな家庭」というイメージ
のもと、人と人との関わりの中で、いたわりや思いやりの気持ちが育ってくれるよう願っています。

－３－

－１２－

特別保育等

●ともランド
９:00～１４：３０
（お部屋は１２：３０、園庭は 1４:30 まで）
毎週 火・水・木・金に分かれて実施します。
（各コース２０～２５組）
各コースともに登録料有り（月５００円）
●お部屋体験（らんらん）
9:３0～1２:00
毎週火から金曜日に同年齢の友だちと一緒に活動し
ます。また、給食体験もできます。
（給食費 実費負担一人２５０円）
●子育てカフェ
毎週月曜日 9:00～14：３0（有料）

●保護者の都合や希望に寄り添い、日曜日・祝
祭日に行われる保育です。
《保育料無料》お弁当・おやつ持参（無料）／
軽食とおやつセットの提供可（有料：１回５０
０円）
※日曜日の利用の際は、原則として翌日～土曜
日の間に１日お休みしていただきます。
※日祭日保育は、仕事以外の理由（冠婚葬祭・
リフレッシュ）でも無料で利用できます。

保育内容

※担当保育士のほか、外部

専門的、集団的な保育です。年齢と発達の一致が見られるような、豊か
な技能と想像を養っていきます。３・４・５歳児のクラス担任が、クラス
保育の中で実践しています。各領域の専門的な研修に参加し、専門的知識
や技術の習得にも努めております。

講師による指導日(月１回)
があります。

皆さんと一緒に
楽しくおしゃべりして
リフレッシュしませんか？

●保護者の病気・出産・冠婚葬祭、パートの短時間、リ
フレッシュなどの際にお預かりします。（週３回）
※登録制です
●対象は６ヶ月から就学前の児童です。
●保育時間は原則として平日８：００～１６：００
土曜８：００～１３：００ 日祭日、年末年始は休み
●保育料：０～２歳児 １時間３００円
３～５歳児 １時間２５０円
給食代：２５０円 ／ おやつ代：１００円
早朝（７～８時）及び平日夕方１６時以降、土曜１３
時以降は１時間５００円

子どもが描きたい、やりたい、表現したいという気持ちを受け
止め、活動することで、子どもの自己を発散させ、生き生きと表
現する力を養っていきます。

歌やリズム、様々な楽器を奏でること等を通して、
感情や情緒を育み、心を豊かにしていきます。系統
立てたカリキュラムのもと、年齢ごとに年間を通し
て音楽活動を展開していきます。

運動遊びを通して、心身の育ちを促していきます。運動遊びか
ら得られる成功体験によって、意欲や有能感が育まれ、何事にも
意欲的に取り組む態度が養われていきます。
※担当保育士のほか、外部講師による指導日(月 1 回)があります。

●7：00～20：00 までの長時間保育を行っ
ております。この時間内で、保育標準時間
認定の方は 11 時間、保育短時間認定の方
は 8 時間の保育が利用できます。利用時間
を超えた場合は、お一人につき 1 時間
500 円の延長保育料金をいただきます。

●保護者の就労により、家庭保育が困難となる小学６年
生のお子様をお預かりします。保育時間は平日の小学
校下校後、長期休校日などです。 ※登録制です
●学校までワゴン車で迎えに行きます。
＊対応学区（櫛形小・豊浦小・日髙小・田尻小・滑川
小・宮田小）
●ワゴン使用料、保育料は有料となります。詳しくはホ
ームページや学童パンフレットをご覧ください。
●園児と一緒に卒園児交流やサマーキャンプ・ウインタ
ーキャンプなども参加できます。

四歳児から始め、心と身を一つにし、みんなで力を合わせて、素
晴らしい音楽を作り上げていこうとする心を育みます。日本伝統
の佇まいを習得できるのも魅力の一つです。
※担当保育士のほか、外部講師による指導日(月 1 回)があります。

作る過程を見せることにより、子ども達が「食」に興味感心を
持ち、食べる意欲につなげる取り組みを積極的に行っています。
地球に優しい生活の実践として、子
どもたちの情緒を育む取り組みを実践
しています。
①野菜の栽培・クッキング
②グリーンカーテンの実践
③節電・節水の実践
④雨水利用の散水

－１１－

－４－

給食関係（食育）

保育園の一日

食事は保育の柱です。離乳食からアレルギー除去食まで全園児に完全給食を提供いたします。
調理器具（コンベクション）等の導入により、栄養価を失わず

７：00

登園・視診

8：00

自主的個別保育(お仕事)

科学タイム・習字（５歳児）、外
国人講師による英語で遊ぼう
（４・５歳児）など外部講師を招
いて行う活動もあります。月に一
度の体育指導や４・５歳児の和太
鼓指導も定期的に行っています。

より安全においしく給食を提供できるようになっています。
また、飲み水は軟水を使用しています。

乳・幼児期の栄養のバランスを考え季節の野菜や果物、海
草、小魚類などの食材を取り入れ栄養士が献立を作成してい
ます。

9：40

習

朝の会

字
10：00

クラス保育
領域別保育

11：00

当番活動(お手伝い)

11：30

給食
自由遊び

12：40

お昼寝

おやつ

16：00

帰りの会
降園

18：00

延長保育

を元に作成しています。

離乳食

幼児食

アレルギー除去食

英
語
で
遊
ぼ
う

科
学
タ
イ
ム

15：00

乳児の離乳食も離乳の段階に合わせた献立を幼児食の食材

初期・中期・後期・移行期
と
発達段階に合わせ提供して
います。

安定感とぬくもりのある
陶器の食器を使用して
います。

メニューサンプル展示

卵・牛乳・大豆などアレルギー
の元となる（アレルゲン）を除
いた食事を提供いたします。
（＊医師よりアレルギーの診断
を受けた方が対象となりま
す。）

バイキング
☆特別教室として英語教室・ピアノ教室（3
歳児～学童対象）を行っています。 現在

特別教室の講師も募集しています。

20：00

※特別教室は別途お申し込みが必要です。
ワナ
クン
ワデ
クィ
英ー
会先
話生
教の
室

閉園

以上 児になると 給食 当
番の 子ども 達が 配膳 し
た物 をバイキン グ方 式
で選 びます。一 人ひ と
り食 べたい量を 調節 し
なが ら取り分け てい ま
す。

その日の献立の栄養素を赤・黄・緑
と色分けして、具体的に伝えていま
す。

おやつ
13：00

クラス保育
散歩
自由遊び

－５－

ピ
ア
ノ
教
室

☆「習い事をさせたいけど、送迎が大
変」という働いている保護者の声を受
けて課外教室を実施しています。
☆お迎えを待っている間に習い事が出来
るので、時間を有効活用できます。

発育期にある子どものおやつは、食事の一部であり、子ども
達の楽しみの一つでもあります。スキムミルク（脱脂粉乳）を
多く使用しおやつの質と量を考慮しながら提供しています。
また、手作りおやつは、子どもにふさわしい味付けや栄養を
考え手作りならではの温かさを伝えています。

－１０－

１年間の行事

１年間の行事

（１）

（２）

国立那須甲子少年自然の家で卒
園生・聖徳グループの園児達とソ
リやかまくら作りなど雪遊びをしま
す。（１泊２日）

国立那須甲子少年自然
の家で卒園生・聖徳グル
ープの園児達と自然観察
やキャンプファイヤー、飯
盒炊飯等を行い、交流しま
す。（１泊２日）
※行事に関しては、新型コロナウイルス感染
症の影響の為、状況に応じて開催していま
す。

日立市生活安全課交通係の指導のもと、３歳
以上児を対象に交通安全について指導を受け
ています。

日立市民会館にて聖徳４園合同の卒園式
と和太鼓などの発表をします。
その他、保育参観も実施しております。

－７―

－８―

健康・安全・衛生

保育園の 1 日

１．園児健康管理
①嘱託医による内科検診、歯科検診・・・年 2 回
②尿検査（3 歳以上）
・・・年 2 回
③身体測定
・・・月 1 回
④毎日視診を実施
⑤主に利用している医療機関
歯科検診

・外 科 ：嶋崎病院 TEL20-5050
・歯科医 ：日精歯科 TEL42-4119
・小児科医：日立製作所日立総合病院
℡23 ｰ 1111
・脳神経外科：聖麗メモリアル病院日立
℡35-7171

３．衛生

③空気清浄機
「プラズマクラスター」

①感染症対策
・感染症が発生した時にはその症状や対応
を掲示、ホームページ等で拡大防止に努
めています。
②電解水の利用
・酸性水･･消毒・アルカリ水･･洗浄
手洗いや玩具、部屋の拭き掃除に利用し
ています。
③空気清浄機「プラズマクラスター」
・ 当施設では、インフルエンザ対策の一環と

２．安全
（１）防犯…テレビフォン、防犯カメラ
（２）乳幼児突然死症候群（SIDS）からお子様
を
守るために
①乳児用呼吸モニター（ベビーセンス）の設置
赤ちゃん（1 歳未満）の呼吸に相当する身体
の動きが異常に低下するとアラーム音とラン
プで警告します。
②睡眠時観察の実施
視診・触診により０歳児５分間隔、１～２歳
児１０分間隔で睡眠観察を実施しています。

して、抗菌・抗ウイルス性の高い業務用空
気清浄機等を設置してきれいな空気をお届
けしています。
④サーマルカメラ（非接触顔認識温度検知カメラ）
・感染防止対策に非接触で検温可能。一定以上
の温度の場合、色とアラートで知らせます。

乳幼児呼吸モニター
ベビーセンスの設置

て
公
開
し
て
い
ま
す
。

サーマルカメラ
（非接触顔認識温
度検知カメラ）

（３）心肺蘇生法
①夏のプール遊びを始める前に応急手当普
及員（保育士）が中心となり全職員が消
防士の方から心肺蘇生法の指導を受け安
全な日常生活に備えています。
②AED（自動体外式除細動器）の設置
地域の人々の救命の一助になればと願っ
ています。

登園・視診

8：00

自主的個別保育(お仕事)

9：40

朝の会

10：00

クラス保育
領域別保育

11：00

給食

11：30

自由遊び

12：40

お昼寝

15：00

おやつ

16：00

帰りの会
降園

18：00

延長保育

20：00

閉園

４．避難訓練・防犯訓練
毎月 1 回 避難訓練や防犯訓練を実施
さらに 年 2 回消防署の方々と一緒に総合避
難訓練をおこない、災害に備えています。ま
た、防犯対策として、園舎内に入る門は人物
を確認してから解錠するシステムになってお
り不審者の侵入を防ぎます。

暗証番号付き自動ドア

7：00

防犯カメラ

回
測
定
し
、
市
役
所
を
通
し

環
境
放
射
線
量
を
毎
月
１

０歳児は、一人ひとりの生活リズ
ムや体調に合わせた保育計画を立案
し、保育を進めています。
●一人ひとりの担当保育士制
●０歳児専用育児ノート
―９―

―６―

