
                    施  設  概  要 要 
                                          （令和 4年 10月 1日現在) 

名  称 認定こども園日脚保育園 事業開始年 昭和27年 

 

所在地 

〈本園〉浜田市日脚町７７１番地 

TEL（0855）27－1064 FAX（0855）27－1081 

〈分園〉浜田市日脚町７14番地1 

TEL（0855）25－5077 FAX（0855）25－5178 

E-mail：hinashihoikuen@circus.ocn.ne.jp 

ホームページ：http://www.hinashi.jp/ 

設置者・運営者 社会福祉法人 日脚保育園 

施設及び設備 

の状況 

園舎 本園（乳児クラス、支援事業） 分園（幼児クラス） 

 鉄筋２階建て 601.24㎡ 

木造平屋建て 94.4㎡ 

鉄骨平家建て 638.00㎡ 

屋外遊技場 面積 612㎡ 面積 1,638㎡ 

保育室 6部屋 3部屋 

乳児室 1部屋  

ほふく室 1部屋  

調乳室 1部屋  

沐浴室 1部屋  

ランチルーム 1部屋（遊戯室兼用）  

医務室 1部屋（事務室兼用） 1部屋 （事務室兼用） 

調理室 1部屋 1部屋 

遊戯室  1部屋 

  利用定員   <保育園部>120名 <幼稚園部>25名 

幼児園部は就学前の満３歳児以上児で「保育に欠けない子」の受け入れをし、教育・

保育を一体的に実施します。 

  入所状況 ０歳児  １歳児  ２歳児  ３歳児  ４歳児  ５歳児  

保育園部 11名 20名 21名 15名 20名 22名  

幼稚園部 

 

 1 名 4 名 7 名 7 名 

職員の状況 園  長    １名 

主任保育士  2名 

保育士     17名  

たんぽぽ組（0歳児）・・・・担任3名  ●保育補助    3名 

ちゅうりっぷ組（1歳児）・・担任4名  ●調理員     3名 

う め組（2歳児）・・・・・担任3名  ●栄養士     2名 

も も組（3歳児）・・・・・担任2名  ●看護師     1名 

き く組（4歳児）・・・・・担任2名  ●事務員     2名 

さくら組（5歳児）・・・・・担任2名  ●子育て支援事業 2名 

短時間保育補助            1名 

●嘱託医3名（内科医1名・歯科医1名・眼科医1名） 



開所時間及び 

閉所時間 

 開所時間 閉所時間 

平日 7：20 18：20 

土曜日 7：20 18：20 

保育の方針 1・なかよく・・・他人の気持ちがわかり、心豊かで思いやりのある子どもを育てる。 

2・つよく・・・・失敗を恐れず、ものごとに進んで取り組み、我慢強く、善し悪し

の区別ができる子どもに育てる。 

3・あかるく・・・いつも明るく、どんな人とも対等に話し合え、礼儀正しく 

          感動の 持てる子どもに育てる。 

1日の過ごし方 乳児 幼児 幼児園部 

7：20 開園 

9：00 ロールマット 

リズム運動 

9：00 クラス別保育 

9：30 おやつ 

11：00 給食準備及び給食 

12：30 午睡 

15：00 目覚め・おやつ 

17：00 合同保育 

18：20 終了 

7：20 開園 

8：30 ロールマット 

     リズム運動 

9：00 クラス別保育 

11：30 給食準備及び給食 

 

13：30 午睡 

15：30 目覚め・おやつ 

17：00 合同保育 

18：20 終了 

8：30 登園 

8：30 ロールマット 

     リズム運動 

9：00 クラス別保育 

11：30 給食準備及び給食 

13：00 短時間保育終了 

13：30 午睡 

15：30 目覚め・おやつ 

16：30 延長保育開始 

18：20 終了 

 

年間行事予定 4月・・入園式、健康診断 

5月・・尿検査、歯科検診 

6月・・虫歯予防デー、乳児クラス親子リズム講演会、眼科検診 

    美術館ワークショップ、「いただきます」映画上映会 

7月・・七夕、海遊び、第1回子育て講演会、ママ参観、個人懇談 

8月・・一年生と遊ぼう、年長お泊り会、ママ参観、個人懇談 

9月・・お月見会、積み木アート、ママ参観、個人懇談 

10月・運動会、神楽指導、第2回子育て講演会、ママ参観、個人懇談 

11月・ひなしっこ祭り、周布文化祭作品出品、芋ほり、焼き芋会 

    親子陶芸教室（年長組）、歯科検診 

12月・歌「森は生きている」とリズム発表、クリスマス会 

1月・・新年の会、どんど焼き、凧揚げ、こままわし会、積み木アート、 

    作品展 

2月・・節分 

3月・・ひな祭り、お楽しみ会、卒園登山、卒園式（卒園期リズム発表） 

 

※ 身体測定、衛生調べ、誕生会、防災訓練は毎月実施 

保護者会 あり 



特別保育事業の 

実施状況 

一時保育 

対象者   保護者が傷病、出産、冠婚葬祭、看護、介護、不定期就労等、 

一時的に家庭保育が困難になった児童（事前申し込み必要） 

内容   ・パート就労、通院、看護等の事由で週3日以内の保育 

     ・傷病、入院等、やむを得ない事由による一時的保育 

     ・育児疲れなど私的事由による一時的保育 

実施日  月曜日～金曜日 

時間   8：30～16：30（土曜、日曜、休日、保育所行事日は除く） 

利用日数 1ヶ月あたり15日以内 

利用料  4月1日現在の年齢を基準とする。（給食費を含む） 

※８時間を超える場合は３０分ごとに２００円 

障がい児保育 

対象者   認定こども園日脚保育園入園児童 

内容    入園児童数にあわせて専任保育士を配置します。 

地域活動支援事業 

対象者   認定こども園日脚保育園入園児童、異年齢児、地域住民 

内容    神楽教室・・日脚神楽社中から郷土芸能石見神楽の指導を受けて

います。 

      一年生と遊ぼう・・小学１年生を対象に、夏休みの行事に保育園

に招待します。  

子育て支援拠点事業 

1．  子育て親子交流事業（ひなしっこクラブ） 

内容  ふれあいの場、仲間作りの場を提供しています。 

実施日 月曜日～金曜日  9：30～16：00 

園庭開放 月曜日～金曜日  9：30～16：00 

 

 市内の児童 市外の児童 

 1日 半日 1日 半日 

0歳児 2,000円 1,200円 2,400円 1,400円 

1.2歳児 1,700円 1,000円 2,100円 1,200円 

3歳児以上 1,500円 900円 1,900円 1,100円 

給食利用料 対象者：認定こども園日脚保育園入園児童3歳以上 

利用料：保育園部 給食費として月額6,500円 

（主食費2,000円、副食費4,500円）を徴収いたします。 

減免世帯については主食費3,000円のみ徴収いたします。 

    幼児園部 給食費として月額6,000円 

（主食費1,500円、副食費4,500円）を徴収いたします。 

減免世帯については主食費1,500円のみ徴収いたします。 

 

※副食費は市の基準により免除となる場合があります。 



子ども達の 

めざす姿 自信や喜びでいっぱいな花咲く6歳 

子ども達との 

関 わ り で 大 切

にしている事 

・助け合い、協力し合う姿 

・主体性を持って自分で考え、決める事 

・意欲を持つ事 

・自分が好き、友だちが好きな事 

・喜びや感動する感性を育む事 

保育内容 

 

（この3つを主 

に遊びの中心 

とし過ごして 

います。） 

〇歌とリズム遊び 

 0歳児クラスから年長クラスまで朝のマッサージとロールマットで体をほ 

ぐしリズム遊びで、しなやかでしっかり遊べる体作りを目指します。 

毎日繰り返すこと、楽しくおこなう事が重要です。動きやすい服や髪の毛 

を短く切ってもらう事などの協力を保護者の方にはお願いしています。 

〇外遊び、散歩 

 子どもの脳は皮膚にあると言われています。早期教育を考える前にしっか 

り体を動かし、五感をフルに働かせ脳に刺激を与えることが乳幼児期は大 

切だと思っています。太陽と水とどろんこに触れ、自然にふれあう機会を 

多く作っています。子ども時代を子どもらしく！そしてしっかりお腹を空 

かせて、たっぷり寝る！を大切にしています。 

〇表現活動 

・絵を描く 

 日々の様子、嬉しい事、感動した場面をそれぞれが自由に描きたい時に描 

きたい枚数を描いています。 

・アート 

 積み木やいろいろな素材を使って自由に個性あふれるアート作品作りを 

楽しみます。 

給 食 

（アレルギー 

  対応あり） 

 

 

 

 

 

 

離乳食は土鍋でじっくり煮た大きめの野菜を手に持ち自分で食べます。 

手づかみ食べをする事で、自分で食べる満足感と意欲が育ちます。 

 

乳児クラスは野菜中心のメニューです。中でも根野菜の煮物は大人気です。 

いりこ、昆布など、だしの味を生かすため砂糖はてんさい糖を使い薄味に 

しています。 

乳児クラスと幼児クラスはメニューが違い、大きいクラスは肉魚のメニュー 

も多くなります。 

おやつは第4の食事として捉え、おにぎりや芋などを提供しています。 

 

 


