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私たちと一緒に 
子育てを支えましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゆっくり育て

ます 
先輩職員と 1対 1の

プリセプターシップを導

入しています。一年かけ

てじっくり仕事を身につ

けます 

続ける価値を

認めます 
5 年ごとに永年勤続表

彰をしています 

努力に報います 

自主研修への積極的な参加、

前向きな姿勢や頑張りを評価し

ます 

切磋琢磨して、

お互いを高め 

あいます 
法人全体での 

カンファレンス実践 

発表会や合同研修を 

継続しています 
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沿 革 

久遠園は昭和 52（1977）年 2月に横浜市長から社会福祉法人の設立認可をうけました。 

同年4月、緑区に福澤保育センターを開園し、その後、第二福澤保育センター（港北区）、洋光台中央福澤

保育センター（磯子区）、わたりだ保育園（川崎市川崎区）と合計４か所の認可保育所を設置運営していま

す。 

 

法人理念 

・ 健康で心豊かな子を育成することに力を尽くし、社会に貢献

します 

・ 常に保育の質向上に努めます 

 

 

保育の基本方針 

＜望ましい人間像＞ 

「確かな自分(identity)を持ち、人として信頼され、異なる文化

や環境においても他の人々と理解しあい、より良い社会の実現を志すことのできる人間」となることを念願し、

保育に当たります 

＜方針＞ 

１ 安全な環境のもとで、子どもが安心して生活できる保育を提供します 

２ 子どもの健康を守り、基礎体力の増進を心がけます 

３ 多様でゆとりある保育プログラムを工夫し、豊かな情操を育てます 

４ 集団生活の経験を生かして、フェアな心の芽を育てます 

５ 人とかかわる楽しさを育み、コミュニケーション能力の基礎を育てます 

 

 

保育目標 

 ・元気で明るい子 

 ・自立した子 

 ・豊かな人間性を持つ子 
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取り組みの姿勢 

久遠園は認可保育園を運営する社会福祉法人として、地域の子育て全般を支えていくという自負を持って

運営しています。 

保育園に入所している園児はもちろん、子育て相談、園庭や施設の開放、周辺の幼稚園や小学校との交流

など、子育ての中心施設として機能するよう取り組んでいます。 

 

 

設置している保育園 

福澤保育センター 

久遠園で最も歴史のある保育

園です。周囲は住宅に囲まれ、近

隣の大きな公園で遊んでいます。

鴨居駅からの路線バスは保育園のすぐそばに停まります。 

 

 

第二福澤保育センター 

新横浜駅周辺はビジネス街の

イメージがありますが、保育園のある駅の南側には昭和の風景が残っています。近年はそこに新しい住宅街

が加わり、古い街並みとともに新たな歴史を刻んでいます。 

〒226-0002 横浜市緑区東本郷 4丁目 25番 14号 

ＴＥＬ 045-472-1131  ＦＡＸ 045-472-1132 

昭和 52年 4月 1日開園 定員 121名 

開所時間 平日７：００～２０：００ 土曜７：００～１８：００ 

JR横浜線「鴨居」駅より徒歩１８分 

または市営バス鴨居東本郷線「みどり養護学校」下車徒歩 1分 

クラス構成と定員 

0歳 6名、1歳 20名、2歳 20名、3歳 25名、4歳 25名、5歳 25名 

〒222-0026 横浜市港北区篠原町 2823番地 

ＴＥＬ 045-434-1135  ＦＡＸ 045-434-1136 

昭和 54年 12月 1日開園 定員 135名 

開所時間 平日７：００～２０：００ 土曜 ７：００～１８：００ 

JR横浜線・横浜市営地下鉄「新横浜」駅より徒歩 7分 

クラス構成と定員 

0歳 6名、1歳 20名、2歳 25名、3歳 28名、4歳 28名、5歳 28名 
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洋光台中央福澤保育セ

ンター 

駅から近く、隣接する公園でよ

く遊んでいます。こども宇宙科学

館へ出かけることもあります。 

小学生まで利用できる病後児保育室を併設しており、研修を受けたのち交代で勤務しています。 

 

 

わたりだ保育園 

川崎市渡田保育園の民営化と

して久遠園が同じ場所で引き継

ぎました。園舎は新築し、大型遊具を設置して新しくなりました。公立園からの「地域との深い関係」を引き継

いで事業を継続しています。 

 

 

 

 

 

 

 

〒235-0045 横浜市磯子区洋光台 5丁目 3番 18号 

ＴＥＬ 045-831-7173  ＦＡＸ 045-831-7163 

平成 16年 4月 1日開園 定員 90名（病後児保育室４名） 

開所時間   平日７：００～１９：３０（病後児保育室は 7:30-18:30） 

土曜７：００～１８：００（病後児保育室は 7:30-15:30） 

JR京浜東北・根岸線「洋光台」駅より徒歩 5分 

クラス構成と定員 

0歳 9名、1歳 12名、2歳 15名、3歳 16名、4歳 19名、5歳 19名 

病後児保育室 4名（生後 6 ヶ月～小学生） 

〒210-0852 川崎市川崎区鋼管通 1丁目 11番 4号 

ＴＥＬ 044-223-8257 ＦＡＸ  044-223-8258 

平成 29年 4月 1日開園 定員 130名 

開所時間 平日・土曜 ７：００～２０：００ 

JR・京浜急行「川崎」駅よりバス 12分、「鋼管病院前」徒歩 5分 

クラス構成と定員 

0歳 9名、1歳 22名、2歳 24名、3歳 25名、4歳 25名、5歳 25名 
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（仮称）都筑区内民営

化予定園 

 横浜市都筑区茅ケ崎南の公立

保育園の民営化として久遠園が同じ場所で引き継ぎます。経験のある職員とともに、新しい保育園を創って

いく人材を募集しています。 

 

久遠園の人材育成 

新入職員研修 

配属前に新入職員の合同研修を行います。法人理念や基本方針、保育や保健衛生など保育に関

することのほか、社会人としてのマナー、就業規則などについて学びます。 

 

プリセプターシップ 

４月の配属後は「プリセプターシップ」を実施しています。新入職員（プリセプティ）一人に先輩職員

（プリセプター）が一人ついて、一緒に仕事をするなかで一から指導します。 

 

キャリアアップ研修 

平成 29年より「保育士等キャリアアップ研修」が始まりました。保育園における６つの分野別研修、リ

ーダー的な役割を担うためのマネジメント研修などがあり、各園の課題や職員のキャリアパスを考慮し

ながら積極的に受講しています。 

 

カンファレンス研究発表 

各園では年間を通してケースカンファレンスを実施しています。カンファレンスにより基本的な思考力

を養い、課題整理力、問題解決力を高めることができます。 

また年１回、合同事例発表会があり、プレゼンテーション能力も身に付きます。 

 

その他の研修 

法人合同研修、各園での研修や外部研修への参加もしています。 

〒224-0037  横浜市都筑区茅ケ崎南 1丁目 12番 1号 

ＴＥＬ （未定）  ＦＡＸ （未定） 

令和３年４月１日開園予定 定員 136名 

開所時間 平日 ７：００～２０：００  土曜 ７：００～18：3０ 

横浜市営地下鉄「センター南」徒歩 12分 

クラス構成と定員 

0歳 9名、1歳 22名、2歳 23名、3歳 27名、4歳 27名、5歳 28名 
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久遠園設立から 40 年以上、保育園

を運営してきました。今後も地域の保

育を支えるという使命感をもって、事

業を継続していきます。 

ぜひ一緒に子育てを支えていきま

しょう。 

 理事長 福 澤 邦 康 

 （福澤クリニック 院長） 

福利厚生と勤務条件 

・ 開園時刻に合わせて交代で勤務する「シフト制」を採用していま

す。変形労働時間制により週40時間勤務、週休二日制を実施し

ています。（原則は１日８時間勤務） 

・ 園によって異なりますが、自転車通勤、バイク通勤することが可能

です。 

・ 健康保険（協会けんぽ）、厚生年金、雇用保険、労災保険の加入、

年次有給休暇の付与などは法令に沿っています。 

・ 福祉医療機構、横浜市社会福祉協議会の退職金制度により、退

職時には勤続年数に応じて退職金を受け取ることができます。 

・ 単身者は「宿舎借り上げ支援事業（家賃補助）」を利用することができます。 

・ 複数の保育園を運営しているため、人材育成の一環として転勤制度もあります。勤続年数により本人

の希望を踏まえて転勤することがあります。 

 

   

令和２（2020）年 7月 

名 称 社会福祉法人 久遠園（しゃかいふくしほうじん くおんえん） 

代 表 者 理事長 福 澤 邦 康 

設 立 認 可 年 月 日 昭和 52（1977）年 2月 4日（横浜市長） 

職 員 数 

（派遣職員等を含まず） 

正規職員：男 10名・女 81名 

パート職員：男 8名・女 64名     合計 163名 

事 業 内 容 児童福祉法に基づく保育所の設置経営 

法 人 所 在 地 

〒226-0002 横浜市緑区東本郷 4丁目 25番 14号 

（問い合わせ先） 

〒210-0852 川崎市川崎区鋼管通 1-11-4 

TEL 044-223-8257 FAX 044-223-8258 

採用事務局 kuonen.saiyo@gmail.com 

久遠園ホームページ http://kuonen.kids.coocan.jp/ 

 


