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🌸 ふたば保育園 入園説明会 🌸    
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日時：２０１９年２月９日（土）１０：００～     場所：若林区中央市民センター 和室（４）（別棟） 

住所：〒984-0811 宮城県仙台市若林区保春院前丁三番地の一   当日の連絡先：０９０－４５５０－８４１３ 

～流れ・内容～     

１０：００～１２：００ 

      （ 予定 ） 

 

 

◎駐車場あり（無料） 

 ※若林区役所の駐車場をご利用ください。その際、警備員からチケットを貰ってお越しくださいますようお願い致します。 

◎公共機関をご利用の方 

●市営地下鉄をご利用の場合 

東西線 薬師堂駅を下車して南 1 出口から徒歩 15 分  

または薬師堂駅の北 1 出口 2 番のりばから若林区役所経由のバスに乗車して若林区役所前で下車 徒歩約 3 分です 

●市営バスをご利用の場合 

仙台駅 5 番のりばから 荒町・若林区役所経由の ①薬師堂駅行 ②大和町・霞の目（営）行 

③遠見塚・霞の目（営）行にて若林区役所前で下車 徒歩約 3 分です 

 

🌸 ふたば保育園 入園説明会のご案内 🌸 
 

※持ち物は特に必要ありませんが、仮予約をする場合は

印鑑が必要となりますのでお持ちください。 

 

①会社挨拶 

②園長挨拶 

③≪資料説明≫ 

・企業主導型保育事業について 

・料金について 

・１日の流れ、行事について 

・栄養士からのお知らせ 

 

④資料に対しての質問コーナー、アンケート記入 

⑤その他の質問・個別相談（一人１５分程度） 

（プライバシーの問題もありますので個別で対応させて

いただきます） 

⑥入園仮予約登録申請書記入 

⑦随時解散 
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★保育園の概要★ 

【名   称】  ふ た ば 保育園
内閣府所管 企業主導型保育

       【所 在 地】  宮城県仙台市若林区荒井５丁目１９－６ 

                                                    荒井 SK マンション１Ｆ 

【施   設】  乳児室１６．６５㎡ １歳児保育スペース１６．６６㎡ ２歳児保育スペース１０．０６㎡ 

他 調理室、園児用トイレ、職員室 

【対象年齢】  ０歳児（生後６ヶ月）～３歳未満 

【保育時間】  通常保育 月～土 ７：３０～１８：３０     延長保育 月～金 １８：３０～１９：３０ 

                                                   （土曜日の延長保育はありません） 

【休 園 日】  ■日曜日  ■祝日  ■年末年始（１２月２９日～１月３日） 

【定   員】  １５名 ■０歳児５名  ■１歳児５名  ■２歳児５名 

【職   員】  ■園長１名 ■主任保育士 1 名 ■保育士５名 ■栄養士１名 ■調理員１名 ■子育て支援員１名 

               ■事務員１名 

【設置運営】  株式会社 ＹＳｄｉａｇｒａｍ 
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★企業主導型保育園とは★ 

 

企業主導型保育園について 

2019 年 ふたば保育園 入園児童割合について  

定   員 企 業 枠 地 域 枠 

 15 名 7 名（予定） 8 名（予定） 

 

 

待機児童問題対策の一つとして、平成 28 年度から内閣府所管にて始まった保育事業の取り組みです。 

お子様を「企業枠」と「地域枠」に分けて受け入れを致します。 

企業枠と地域枠の比率割合はおおむね 50％と言われております。 

保育園設置の基準は、事業所内保育所（認可保育園）と同等レベルであり、監査は年に 2 回以上実施され、厳しい基準がございます 
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企業主導型保育の特色 

①就労形態に合わせて保育サービスを利用できます。 

→認可保育園に預ける場合、保育の必要性については自治体の認定が必要となり、就業形態の関係で入園できなかったというケースも

あるかと思います。（求職中、週に４日だけ利用したい、１日５時間だけ利用したい等） 

→企業主導型保育園では、企業枠でご利用の場合は、自治体の認定が必要ありません。地域枠でご利用の場合は、認可保育園同

様に支給認定は必要ですが、就労形態に柔軟性を持った考えで、お預かりすることができます。 

②送迎に便利な場所に設置されています。 

→企業枠の保護者にとっては、比較的職場の近くに設置されております。 

 また企業枠、地域枠の利用者にかかわらず、駅の近くに設置されているので、毎日の送迎の負担が軽くなると思われます。 

③保育料金設定について 

→保育料金は企業枠、地域枠ともに、年収に左右されることがなく、さらに、週４日以内保育、週５日保育といった、利用日数を分ける

ことも可能で、ふたば保育園ではより便利にご利用方法を選んで頂けます。 
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★株式会社 ＹＳｄｉａｇｒａｍ 企業紹介★ 

 

 弊社は、仙台市を中心として、東北地方及び北海道地方における通信建設業に携わる企業でございます。 

主に、電柱やマンホール等のインフラ整備における設計や竣工を取り扱っております。 

昨年度は、復興工事や災害工事をメインに取り扱って参りました。 

今年は、２０２０年オリンピック・パラリンピック競技大会における通信関連工事にも挑戦して参る予定です。 

インフラ工事の発展と復興の想いを胸に、邁進してきた１０年でございますが 

次の未来に向けて、弊社が培って参りました地域力を活かし、 

企業主導型保育所「ふたば保育園」の運営に取り組んで参ります。 

代表取締役   上遠野 弥生                                                             

（株）ＹＳ diagram ⇒ URL ： https://ys-diagram.com 

https://ys-diagram.com/
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ふたば保育園 Instagram ⇒ ＠futaba_hoikuen 

★入園決定までの流れ★ 

① 2/9(土) 入園説明会への参加 

 

② 2/9（土）から 2/13（水） 入園仮登録 

 

③ 2/19（火）、2/20（水） 入園に向けての個別面談を実施 

 

④ 3/4（月）入園決定 

 

・入園を希望される方は、入園説明会アンケートに入園希望月日、入園面談日記入欄がありますので記入の上、提出をお願い致しま

す。 

また、その際に入園仮予約登録申請書を記入していただきます。 

 

・個別面談日については、入園希望面談日を基に、2/14（木）当園より日程とお時間の連絡をさせて頂きます。 

・面談では、入園のしおりに沿って重要事項の説明、入園本契約書の書き方、入園時必要書類や１回目の保育料支払日・支払い方

法等の説明、その他 お子様のアレルギーについての質問等を予定しております。また、お子様の面談も兼ねておりますので、親子での

来園をお願い致します。 

 

・お子様の健康状態（医師の診断の下、身体的・発育的に良好であり、保育園での集団生活を送るにあたり支障がないと判断された場

合）等を含め園にて審査を行い、入園決定となります。（審査基準となる健康診断書の提出は早めにお願いいたします。また診断書は

かかりつけの病院の書式で構いませんが、診断書が必要な場合は保育園にありますのでお声がけください。） 

なお、当園では、アレルギーの種類等によっては、入園をお断りする事があります。 
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★保育理念・保育方針・保育目標★ 

《保育理念》 

保育事業を通して、保護者と地域に貢献し子どもの未来を育みます。 

《保育方針》 

   子どもとのアタッチメント（愛着）を大切にすることで心身共に健やかに、豊かな感性と思考力を 

持った子どもに育てます。 

《保育目標（目指す子ども像）》 

■豊かな感性のある子    ■すくすく育つ子    ■いきいき遊ぶ子 
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★保育料金について★ 

対象年齢 ０歳児 １～２歳児 

月額料金 37,000 円※ 35,000 円※ 

２人目 半額 半額 

３人目以降 無料 無料 

   ※おやつ・給食・保険代込みとなります。 

◎ご兄弟や姉妹が他の認可保育園に入園されている場合、個別相談受け付けます。 

◎入園にかかる費用として、カラー帽子代 ９９０ 円、防災ずきん代 ２９００ 円を 

別途集金させていただきます。（初年度のみ） ※失くされた場合はその都度保護者様負担で購入となります。 

◎延長料金◎ 1 時間５００円（時間利用の方はその都度お支払いになります。） 

          １ヶ月２，５００円（１ヶ月利用の方は月初めに請求いたします。） 

◆１ヶ月利用の保護者様へ◆延長保育申込書は月ごとの提出になります。利用前月の２０日までに提出をお願い致します。 

※０歳児クラス：週４日以内の保育 ２９，０００円  週５日間の保育 ３２，０００円 

※１・２歳児クラス：週４日以内の保育 ２７，０００円 週５日の保育 ３０，０００円 
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★１日の保育の流れ★ 

《０歳児クラス》                   《１歳児クラス》 

時間 お子さまの活動 時間 お子さまの活動 

 

７：３０～ 

随時登園・検温・健康観察 

１．２歳児保育室にて合同保育・自由遊び 

必要に応じて水分補給 

 

７：３０～ 

随時登園・検温・健康観察 

１． ２歳児保育室にて合同保育・自由保育 

必要に応じて水分補給 

８：３０～ ０歳児保育室にて保育、おむつ交換 ８：３０～ 排泄 

９：３０～ 
手洗い・午前おやつ 

設定保育（外遊び・室内遊び）・午前睡 
９：１５～ 

朝のお集まり 

（活動内容によって時間の変更あり） 

１１：００～ 
給食（ミルク・離乳食・幼児食） 

おむつ交換 
９：３０～ 

午前おやつ 

設定保育（外遊び・室内遊び） 

１２：００～ 午睡 １１：１５～ 
給食（幼児食） 

排泄・着替え 

１５：００～ 
起床・検温・おむつ交換 

手洗い・午後おやつ 

１２：００～ 

１５：００～ 

１６：００～ 

午睡 

起床・検温・排泄・着替え 

手洗い・午後おやつ 

随時降園 

１．２歳児保育室にて合同保育・自由保育 

１６：００～ 

随時降園 

１．２歳児保育室にて合同保育・自由保育 

おむつ交換・睡眠 

必要に応じて水分補給 



11 

 

１８：３０～１９：３０ 延長保育 
排泄・必要に応じて水分補給 

１８：３０～１９：３０ 延長保育 

★年間行事★              

《２歳児クラス》  
時間 お子さまの活動 

 

７：３０～ 

随時登園・検温・健康観察 

１． ２歳児保育室にて合同保育・自由保育 

必要に応じて水分補給 

８：３０～ 排泄 

９：１５～ 
朝のお集まり 

（活動内容によって時間の変更あり） 

９：３０～ 
午前おやつ 

設定保育（外遊び・室内遊び） 

１１：３０～ 
給食（幼児食） 

排泄・着替え・絵本タイム 

１２：４０～ 午睡 

１５：００～ 
起床・検温・排泄・着替え 

手洗い・午後おやつ 

 

４月  入園式★ 

５月  健康診断 食で楽しむ子どもの日 

６月  歯科検診 歯磨き教室 

７月  七夕飾り 

８月  夏祭り（お迎え時）★ 

９月  食で楽しむ十五夜お月見 

１０月 ハロウィン 

１１月 健康診断 保護者会★ 

１２月 クリスマス会★ 

１月  食で楽しむお正月 

２月  豆まき会 

３月  食で楽しむひな祭り お別れの会 

 

・誕生日会、避難訓練、身体測定 月１回 

・★  保護者参加行事 

 

※やむを得ず変更になる場合があります。 

 



12 

 

１６：００～ 
随時降園 

１．２歳児保育室にて合同保育・自由保育 

排泄・必要に応じて水分補給 

１８：３０～１９：３０ 延長保育 

 


