こどもと家庭にやさしい

〇入園の手続き〇

しょうとく

入園の年齢

公
認

●産休明け（生後２ヶ月）
から就学前まで保育します
（０歳児～５歳児）

定

「より質の高い保育園をめざして」

員

● 定員

６０名

入園受付
●お問い合わせは高萩市役所
子育て支援課、または聖徳保
育園へどうぞ。
いつでも行っております

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）
その他の経費
・保護者会費…月額 700 円

聖徳保育園朋学童クラブ

・主食費・副食費…月額 6,000 円

設置者 社会福祉法人

（３歳児以上）
●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

●心身にハンディのあるお子さま
も保育致しますので相談下さい

聖徳福祉会
理事長

【交通機関】

住

●保育園見学はいつでもできます
（事前にお電話下さい）

子育て支援センターともランド併設

・ＪＲ高萩駅下車

徒歩１０分

所

秋山

順弘
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聖徳保育園携帯コード

個人情報保護に関する基本方針

経営の理念・基本方針
保育園の概要
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。
リンク先のサイトに関して

公
認

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。

【宣言】

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。

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、子育ての時間を共有して、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、

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。

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。

聖徳保育園

経営の基本方針

ＨＰ

(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。

℡

0293(23)5266

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｓｙｏｕｔｏｋｕ.ｏｒ.ｊｐ

姉妹保育園
(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、
【交通機関】
「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。
・ＪＲ高萩駅下車
徒歩１０分

小木津聖徳保育園 ℡:0294(42)4328
日立市小木津町 2-2-11

(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。

滑川聖徳保育園

日立市滑川本町 1-15-6
森山聖徳保育園

(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。
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。

－１－

℡:0294(22)7133
℡:0294(52)0774

日立市森山町 3-17-1
れんげ保育園

℡:0294(54)2201

日立市森山町 3-9-7

設置者

社会福祉法人聖徳福祉会
理事長 秋山

順弘

－１４－

個人情報保護に関する基本方針

－10－
保育方針

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

真実のもと

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。

「つよく」「あかるく」「なかよく」
個人情報の定義について

伸びていくことを願っています。

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います。

当園では、個人情報の利用について

１

せ いめ い そんちょう

生命 尊重 ：

真実の心にふれ、命の尊さと生きる喜びを感じる

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。
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、保護者の同意を得ることが困難

報恩感謝 ：

３

和合精神 ：

であるとき。
4.

ほうおんか ん し ゃ

２

わ ご う しょうじん

身近な自然や社会の恵みに感謝し、明るい態度をつくる

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

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

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）

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
行うことがあります。
１,

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、理解と探求と創造のできる子。（知能、意識的発達の側面）

保護者の同意がある場合

４「おてつだい」することに喜びを感じ、健康で活発な子。（身体的発達の側面）
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ことが困難

第三者評価に耐える保育園運営
第三者評価に耐える保育園運営（２００５年度、受診・公開予定）

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

１

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）

２

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

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
ぼすおそれのあるとき。

－１３－

－２－

保育内容

自 主 的 個 別 保 育

保育園の概要

-生 きる力 を育 てる-

● 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
を育てていきます。

１．事業開始

１９６４年４月

（認可１９６８．１２）

２．定員数
３．在園数

６０名（０歳児～就学前）
（２０２１年７月１日現在）

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

合

計

３

５

１０

１４

９

１５

５６

４．職員数

おしごと
５つの領域

園

常勤

長

保育士

学 童

調理員

８

１

１

５

１

１

１

非常勤

栄養士

用務員

１

事務員

合 計

２

１３

１

９

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。

日常生活の練習

感覚教育

本物の子供サイズの教具を

色の感覚、においの感覚、重

使い、生活の中で直面するい

さの感覚、手触りの感覚、音

ろいろなものの本質に触れ

の感覚など、視覚・聴覚・嗅

ていきます。運動器官を発達

覚・味覚・触覚を、目、耳、

させ、独立心を獲得し「自立」

鼻、舌、肌の感覚器官に訴え

への道を歩む原動力となり

かけ、知的発達の基礎を作り

ます。他の教育に続く分野の

ます。

５．開園時間
平日・土曜日
７：００～２０：００
日・祭日
８：００～１９：００まで

６．施 設
敷地面積
構造
建物面積
屋外遊戯場

基礎となります。

１７０５、２１ｍ２
鉄筋コンクリート造
６４６．６６ｍ２
９０５．００ｍ２

一時保育

２階建
７．給

（児童館朋友を含む）

省エネ設備

数教育

言語教育

文化教育

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、音楽など

－３－

雨水利用設備
ＬＥＤ電灯

８．積極的な情報公開

身近な事柄に触れたり、観察

・「園だより」毎月発行

したりして、知的好奇心を刺

・ホームページで保育園の内容公開

激し想像力を発展しながら、

・ポリシーブック

自分の身の回りのすべてを

・毎日の給食・おやつの内容公開

愛することができる人間に
なれるように意識化してい

・献立レシピの提供

きます。
－１２－

食（詳細は、１０ページ）

（平日・土曜日）

完全給食・おやつ

（日祭日）

お弁当・おやつ持参

保育内容

特別保育等
＜領域別保育＞
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
軽食とおやつのセットの提供可(有料)一回５００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。

●勤務により、
（早朝）7:00～8:00
（夕方）18:00～20:00 まで
（登録制）
●延長保育を希望しているお子さまは、夕食に
ひびかない程度の
おやつを園で提供
しお迎えを待ちます。

特別教室
ピアノ教室 （専門講師指導）

●パートの短時間など、週に３日を限定として
お預かりします。また、保護者の病気、出産
冠婚葬祭などの時もお預かりします。
●対象は６ヶ月から就学前の児童です。
（登録制）
●保育時間は原則として
平日
８：００～１６：００
土曜日 ８：００～１３：００
日祭日、年末年始は休みです。
●給食は完全給食で、給食代 1 日２５０円の料金を
いただきます。午後のおやつ１食１００円
●保育料：０～２歳児 １時間３００円
３歳以上児 １時間２５０円
早朝（７時～８時）及び夕方（１６時以降）は、
１時間５００円となります。

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。
それぞれの領域を、専門的な研修を受けた保育士が指導に当たります。

１．絵画・造形
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。

シクラメン

さかな

２．音楽リズム
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

●保護者の仕事の都合により、家庭における保育が困
難となる小学６年生までのお子さんをお預かりしま
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・有料）
詳細はホームページ・パンフレットをご覧下さい。
●年間の園の行事に合わせて､在園児との交流もあり
ます。
●希望により、ピアノ教室等を時間内に受講できます。
●対応学区

送迎車の導入も検討中です。
※高萩小学区外も利用できます。

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。

３．体育
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。
※月 1 回外部体育専門講師による指導日があります。

（秋山小・東小・松岡小）

４．和太鼓
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。
※月 1 回外部体育専門講師による指導日があります。

個人希望によるピアノレッスン（有料）
お迎えを待つ間の保育時間内に習い事が行えます。
お迎えの時間を有効活用できます。
その他ピアノに限らず講師も募集中です。

＜環境保育＞
地球にやさしい生活の実践として、子ども達の情緒を育む取り組みを
実践しています。

①野菜栽培・クッキング
在宅乳幼児が親子で遊びに来ています。多くの園児達とふ
れあい活動を体験したり、食事を通して交流を深める体験「ら
んらん」も積極的に行い、育児支援につなげています。また、
お母さんたちの情報交換の場となっております。
※ 月曜日：子育てカフェ ９：００～１４：３０
※ 火曜日～金曜日
９：００～１４：３０
月会費：５００円
※体験ランラン
毎週火曜日～金曜日
９：３０～１２：００
給食体験も実施しております。（１食２５０円）

－１１－

②グリーンカーテンの実践
③節電・節水
④雨水利用の実践

－４－

給食関係

保育園の一日
０．１．２歳児の姿

乳児（０歳児）の保育

０歳児の保育は､一人ひとりの
生活リズムや、体調に合わせて保
育計画を立てて保育を行ってい
ます。

７：００ 登園
視診
自由遊び

①ひとりひとりの担当保育士制
②０歳児専用育児ノート

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、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、飲み水は電解水（軟水）を使用しています。

献立表
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。
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を元に作成しています。

８：００ 自主的個別保育

離乳食

（お仕事）

幼児食

９：００ おやつ

９：４５ クラス保育
初期・中期・後期・完了期と発達
段階に合わせ提供しています。
１１：００ 給食
以上児になるとバイキング形式
となり、一人ひとりに合わせた
量の調節をしています。

自由遊び
戸外遊び

<赤ちゃん体操>
赤ちゃん体操は、乳児保育の中
で、日常的に実施しています。

１２：３０ お昼寝

安定感とぬくもりのある陶器の
食器を使用しています。

食育ボードにて栄養指導を行っています。

アレルギー除去食
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。

１５：００ おやつ

おやつ

１６：００ 降園

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の温かさを伝えています。

１８：００延長保育
２０：００ 閉園

－１０－
－５－

毎月、献立表を家庭に配布しています。子ども
たちの人気メニュー（月２回）
、誕生会の日は、会
食メニューとなっています。

健康・安全・衛生
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
・嘱託医：鈴木歯科医院（歯科）TEL 22-4515
滝川医院 (内科・整形外科)
TEL 23-3100
・県北医療センター(総合)
TEL 23-1122

２．安全
①

防犯…暗唱番号付きの玄関、防犯カメラ

保育園の一日

３．衛生
①感染症対策
・常時感染の防止に努めています。感染症
が発生した時には、症状や対応をホー
ムページ等で掲示します。
・入室の際は常時手指の消毒、検温を実施
しています。
②電解水の利用
・手洗いや玩具、部屋の拭き掃除に利用し
ています。殺菌性が高く、安全で、手荒
れもありません。
③病院用空気清浄機の導入
・ウィルス除菌や小さなホコリの集塵、脱
臭を行っています。また、加湿器を設置
しウィルスの繁殖を抑え感染症の予防
に努めています。
④サーマルカメラ
・毎日登園時に検温を行い、単調管理に努
めています。

５歳児午後の保育

３．４．５歳児の姿

１３：００クラス保育
自由遊び
散歩など

７：００ 登園
視診
自由遊び

英語で遊ぼう （外国人専門講師指導）

８：３０
自主的個別保育
（お仕事）

９：３０ 朝の会

【暗証番号付きの玄関】

クラス保育
領域別保育
習字 （専門講師指導）
空気清浄機

【防犯カメラ】

（プラズマクラスター）

② 乳児用呼吸モニター…
お子さんの呼吸停止を
感知し、いち早くブザー
音で知らせます。
乳幼児突然死症候群（SIDS）
からお子様を守るため
に設置しています。

部屋の空気から低濃度オゾン
をつくり、同時に発生するイオ
ン気流で拡散させます。

１１：１５ 当番活動
給食
戸外遊び

サーマルカメラ

【乳児用呼吸モニター】
③心肺蘇生法
・ 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
な水遊びをするために備えています。

④AED(自動体外式除細動器)
設置施設です。

低濃度オゾン発生装置

登園時に体温を測定し、
日々の体調管理を行って
います。

１２：４５ お昼寝
午後保育

４．避難訓練・防犯訓練

科学タイム （専門講師指導）

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
⑤環境放射線モニタ
放射線量を毎月 1 回測定し、市 として、園内は人物を確認してから解除するシ
役所を通して公開しています。 ステムになっており不審者の侵入を防ぎます。

１５：００ おやつ
１６：００ お帰りの会
延長保育

２０：００ 閉園
毎月１回（学研）
煙道体験

－９－

さす股各部屋設置

－６－

１年間の行事

（１）

１年間の行事
１０月～３月

４月～9 月
入園・進級式

（２）

はなまつり

４月

５月

秋の遠足

市民音楽祭

１０月

１１月

生命の大切さを考えます
お泊まり会

７月

進級の喜びを味わい、新しい友だちを迎えます

高萩文化会館にて、遊戯や和太鼓を発表します。

路線バスに乗り、植樹をした「どん
ぐり」の木の成長を見に行きます。
ありがとうまつり

春の親子遠足

ウィンターキャンプ １月

１２月

4月
で

夕食を作ったり、キャンプファイヤー
を楽しみます
サマーキャンプ

８月

国立那須甲子少年自然の家へ１泊２日で、ソリや
かまくら等、雪遊びを楽しみます。

身近な自然や社会の恵みに感謝し、
「ありがとう」を見つけ、表現します。

親子で楽しく１日を過ごします

避難訓練

卒園式フェスティバル ３月

水あそび

（毎月）

那須甲子少年自然の家にて、１泊２日の
日程で自然に触れ、様々な体験をします

７．８月

親子運動会 ９月

聖徳４園合同の卒園式と和太鼓などの
発表があります。

安全に十分配慮しながら、全身を使って遊びます。

毎月火災や地震・防犯に備え訓練を行います

※その他、保育参観も実施しております。

みんなで力を合わせ、親子で競技を
楽しみます。

※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。

－７－

－８－

