
 

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

 名  称 美 川 保 育 園 事業開始年 昭和27年認可 

 所在地 浜田市内村町809番地１   

 電話（0855）27-3919 FAX （０８５５）27-3921 

 設置者 

・ 

運営者 

社会福祉法人 みかわ 

E-mail：hirak@iwami.or.jp  

ホームページ：http://www.ans.co.jp/n/mikawa/mikawa2.ht 

 施設及び設備

の状況 

 園  舎  構造     鉄筋コンクリート鉄骨造瓦葺屋根並びに 

          木造平屋建 昭和46年、及び平成7年築 他 

 延床面積      542.80㎡ 

 屋外遊戯場 

 面積   499.10㎡ 及び第2園庭 1,418.66㎡ 

 保育室      ４部屋 

 遊戯室      １部屋  

 乳児室      ２部屋（ほふく室と共有、調乳室・沐浴室有） 

 医務室       １部屋  倉庫       １棟 

 調理室      １部屋  相談室兼会議室  ２部屋 

事務室      １部屋 

 利用定員   70名 

 入所状況 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児  

10名 11名 15名 15名 13名  14名  

保育の実施は定員の範囲内で行うことが原則ですが、国の認める範囲で、定員を超

えた児童の受け入れをする場合があります。 

職員の状況 園  長   １名 

 主任保育士  １名 

  保育士    16名  もも組（0歳児）・・担任3名（常勤3名） 

          もも組（1歳児）・・担任3名（内非常勤1名） 

          うめ組（2歳児）・・担任3名（内非常勤2名） 

          きく組（3歳児）・・担任2名（内非常勤1名） 

          すみれ組（4歳児）・担任1名 

          すみれ組（5歳児）・担任2名（内非常勤1名） 

          フリー保育士・・・２名（非常勤２名）  

保育助手・・・1名（内非常勤1名） 

調理員 ・・・4名（内非常勤2名） 

事務員 ・・・1名 

嘱託医 ・・・2名（内科医1名・歯科医1名） 

 

開所時間及び 

閉所時間 

保育標準時間認定 

保育時間 ７：１０～18：10（土曜日18：20） 

延長保育時間 18：10～19：10 
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保育短時間認定 

保育時間 8：30～16：30 

延長保育時間 7：30～8：30、16：30～19：10（土曜日18：20） 

※土曜日の閉所時間について複数の希望があれば、時間延長の対応もします。 

保育の方針 ●人間形成の基礎を培う重要な時期の乳幼児を両親に代わって保育する。 

●一人ひとりの個人差や個性を十分に把握し保護者との連携を密にして、地域の特性

や保育の現状を考慮し、利用者のニーズに応え地域に開かれた保育園になるように

努める。 

●保育に関わるそれぞれの職員が、専門性を発揮しながら養護と教育の一体的な 

展開を図り、保育の内容の質を高め充実させる。 

保育目標 ●ふる里を愛し、健康で積極性のある心の温かい子を育てる。 

・心も体も健康な子  ・思いやりのある子  ・最後までやりぬく子 

●専門的知識・技術・判断力を持って、保護者や地域の子育て家庭に 

 対して、子育ての喜びを発信し、支援を充実させる。 

 

 

1日の 

過ごし方 

3歳児以上 3歳児未満 

7：10  開園・登園随時 

9：20  組別保育 

11：20 給食準備、食事 

13：00 午睡 

15：15 おやつ 

16：00 自由遊び・降園随時 

18：10 延長保育 

19：10 閉園（土曜日は18：20） 

7：10  開園・登園随時 

9：30  おやつ 

11：00 給食準備、食事 

12：30 午睡 

15：10 おやつ 

16：00 自由遊び・降園随時 

18：10 延長保育 

19：10 閉園（土曜日は18:20） 

年間行事予定 4月  入園式・花まつり 

5月  親子遠足・ほのぼの広場 

6月  ほのぼの広場・健康教室 

さつま芋苗植え 

7月  プール開き・七夕の集い 

夕涼み会 

9月  運動会・敬老会（美川苑） 

10月  秋の遠足・芋堀り 

サッカー大会・人形劇会 

11月  収穫祭 

12月  成道会・クリスマス会 

生活発表会 

1月   もちつき 

2月   育児のつどい・節分・ねはん会 

3月  ひなまつり・卒園式・お別れ会 

 

年２回 健康診断・歯の健康教室 

毎 月 身体測定・誕生会 

保護者会 あり 

特別保育事業

の実施状況 

乳児保育 

 対象者 美川保育園入所児童 

 内容   ０歳児の入所３名に対し保育士１名を配置して受け入れ、個々の発達に

応じた指導案をたて保護者との連携を図り、健康管理に十分心配りした

保育を行います。 

障がい児保育 

 対象者 美川保育園入所児童 

 内容   健常児との生活を通しての統合保育を行い、お互いの優しさを育み、  

みんなで育ち合う保育を目指して障がい児の自活をうながします。 



又、家庭、地域住民等の子どもの療育支援に取組み、障がい児や発達 

遅延等児童等に対しての支援を積極的に行います。 

地域活動事業 

◎地域交流活動（高齢者、地域の方等世代間交流、子育てふれあい広場） 

 対象者  高齢者、地域の方他保育園児及び在宅児の親子（５組程度） 

 内容   ・７月（七夕会）・９月（敬老会）地元特老美川苑を訪問、歌やダンス・ 

ふれあい遊びをして、入居者との交流 

・６月（芋苗植え）・１０月（芋掘り）・１１月（収穫祭） 

       近所の畑を借りて、その成長や収穫を共に楽しみます。 

・９月（運動会） 

地域の方々にも出席参加してもらい交流の場をもちます。 

・３月（ひな祭り） 

祖父母を対象に伝承行事を通して子どもの成長をお祝いします。 

・６月、10 月、２月  美川幼稚園交流 

・６月 さつま芋苗植え、10 月収穫、８月、とうもろこし採り。農作物

収穫を喜び感謝の気持ちを育てる。 

◎子育て講座事業 

 対象者  園の入所児童保護者及び地域の就学前児童を持つ保護者 

 内容   ・５～６月及び８月  ほのぼの広場（参観及び話し合い） 

       一日保育士を通して育児相談、育児助言等を行います。 

      ・７月 夕涼み会親子交流 

       コーナー遊び、食育コーナー、パネルシアター、絵本劇等 

       室内外で遊びと学ぶ場を設け家族で共に過ごします。 

      ・２月 母子乳幼児育児の集い  

       市保健師さんとともに、クッキングや育児について保護者や地域の在

宅の乳幼児に対しての育児指導の場を提供します。 

延長保育 

対象者  美川保育園入所児童 

内容   平日 18：10～19：10（60 分間）の延長保育を家庭の事情や仕事の 

都合で、必要な場合に使います。 

申込み  申込み書に必要事項を記入の上、園へ提出 

実施日  保育園開園日 

利用料  月 14 日まで  日額 200 円 

      月 15 日以上  月額 3.000 円 

一時保育  

対象者  浜田市内外の就学前児童 

 内容   就学前の経験の為や不定期・緊急の保育、保護者の就労による一時的 

      保育等を希望する児童の保育を行います。 

          昼食は完全給食です。 

 申込み  申込書に必要事項を記入の上、園へ提出 

 実施日  月～金ただし、土・祝祭日は休み 

 時間   ８：３０～１７：００ 

 利用日数 非定型的保育で日数限度なし 

  利用料  ４月１日現在の年齢を基に決定します。（市内児童の場合） 



 

 

 

  4 時間以内の場合 4 時間を超える場合 8 時間を超える場合 

０歳児 1,200 円 ０歳児 2,000 円 

30 分ごとに 

200 円 
1～2 歳児 1,000 円 1～2 歳児 1,700 円 

3 歳児以上   900 円 3 歳児以上 1,500 円 

自主的な 

  取組み 

習字の会 

年長児（5 歳児）が静かな時間を大切に、文字への関心を広げます。 

五風会の喜代吉先生の指導を受けます。 

体育教室 

３・４・５歳児を対象に発達に応じて、運動器具やボールを活用。 

今井体育講師が基礎的な運動や遊びによる体育指導を行います。 

神楽教室 

５歳児を中心に伝承文化に親しむことを目的に地域の方からの指導を受けて神楽を 

楽しみます。 

和太鼓教室 

年長児（5 歳児）が和太鼓を使って堂本講師指導のもと、身体全身を使って、リズム 

打ちに取り組みます。 

静座の会 

５歳児は毎月２回お寺の本堂を利用して静かな時間を持つようにしています。   

１０分程度正座をした後、園長の話を聞きます。 

ほのぼの広場(一日保育士) 

保護者の皆さんに日程を調整し、一日を子供さんと共に過ごして保育園でのようすを

理解していただきながら、子育てについて等保護者との連携を図ります。 

完全給食 

給食についてはご飯・パン・めん類等,主食と、旬の食材を生かした献立のおかずやお

やつを提供して完全給食を、行います。 

尚３歳児以上は給食費（主食・副食代）として月額 6,000 円を徴収します。 

※副食費は市の基準により免除となる場合があります。 

絵本の貸出 

絵本を貸し出して家庭での読み聞かせを通じ、親子の情操を深める。 

子育て支援・療育支援 園庭開放 

毎週火・木曜日 午前 9：30～11：30 及び毎月１回 第２火曜日(ふれあい広場) 

園児と一緒に遊びましょう。又地域住民や在宅の保護者等に対し、園庭を開放、子育

て支援、療育支援、食事(離乳食等)育児相談も行っています。 

安城、杵束保育園訪問交流 

交流保育や収穫体験等を共にし、法人内の他園の同年齢児とのふれあいを深めます。 

 


