
施 設 概 要     （令和４年１０月１日現在） 

名   称 み の り 第 ２ 保 育 園 事業開始日 平成２９年     

所 在 地 浜田市相生町３９７３－５    ＴＥＬ  ２５－７７７１ 

                  ＦＡＸ  ２５－７７７２ 

設置者・運営者  社会福祉法人 さくら会 

 

施設及び設備

の状況 

園 舎    構造  鉄骨瓦葺２階建（平成２９年） 

       延面積 ７９０．００㎡ 

屋外遊戯場  面積   ９８．００㎡ 

保育室    ５部屋 

遊戯室    １部屋 

乳児室    ２部屋 （ほふく室・調乳室・沐浴室） 

事務室    １部屋  休憩室     １部屋 

調理室    １部屋  ランチルーム  １部屋 

利用定員  ８０名      

 

入所状況 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

９人 １７人 １６人 １８人 １７ １７人 

                       計 ９4人 

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。 

※0歳児は 8週間を経過した乳児から預かります。 

職員の状況 園 長    １人      

主任保育士  １人      

保育士    １６人（他パート３人） 

       め だ か組 ９人  （０歳児）   担任 ４人 

       ぺんぎん組 １７人  （１歳児）   担任 ３人 

       ら っ こ組 １６人  （２歳児）   担任 ３人 

       まんぼう組 １８人  （３歳児）    担任 ２人 

       い る か組 １７人  （４・５歳児） 担任 １人 

       く じ ら組 １７人  （４・５歳児） 担任 １人 

保育補助   １人 

事務員     １人  

栄養士・調理員 ３人 （他パート１人） 

嘱託医     ２人 （内科医１人・歯科医１人） 

 

 



開所時間及び

閉所時間 

 開所時間 閉所時間 

平 日 ７：１５ １９：１５ 

土曜日 ７：１５ １９：１５ 

保育の方針 

 

保育目標 

1.園児の個性や人権を尊重し、健康で明るい園児の育成に努める。 

2.保護者との連携を密にし、地域に開かれた保育園となるよう努める。 

・明るく元気な子ども   

・思いやりのあるやさしい子ども 

・よく考えて最後までやりとげる子ども 

 

一日の過ごし方 

 ７：１５  開園  早朝保育開始 

 ８：３０  クラス保育開始 

 ９：３０  ３歳未満児 おやつ（牛乳） 

１１：００  ３歳未満児 給食準備及び給食 

１１：１５  ３歳以上児 給食準備及び給食 

１２：４５  午睡 

１５：１５  おやつ 

１６：３０  クラス保育終了降園 

１８：１５  延長保育 

１９：１５  閉園  延長保育終了 

 

年間行事予定 

 ４月  入園式  タケノコ堀り お話タンポポ（毎月） 

 ５月  いちご狩り 子ども遠足（3・4・5歳児） 野菜苗植え  

     さつまいも植え付け 歯科検診 健康診断 体操教室 

６月  保育士体験 参観日 剣道教室  

 ７月  プール 七夕まつり 夏まつり 野菜収穫  カレー作り 

 ８月  陶芸教室 川あそび 

１０月  運動会 参観日 総合避難訓練 チャレンジボールウイーク 

     いも掘り＆交流会  

１１月  歯科検診 健康診断 生活発表会 

１２月  クリスマス会 もちつき会 剣道教室 体操教室 

 １月  親子ふれあいクッキング   

 ２月  節分豆まき 雪あそび 剣道教室 みそ作り いちご狩り 

 ３月  ひなまつり 参観日保護者研修  

     お別れ会 一日入園 卒園式 

      

 毎月行事  身体測定・避難訓練   

       誕生会・お弁当の日 

       交流会（みのり・つくし保育園） 

 

保護者会   あ り 



 

特別保育事業

の実施状況 

◎ 障がい児保育 

   対象者 みのり第２保育園児 

   内 容 障がいをお持ちの乳幼児を受け入れ保育を行ないます。 

 

◎ 延長保育 

   対象者 みのり第２保育園児 

   内 容 勤務の都合で１９時１５分までの保育を希望する園児 

には、おやつを出し保育士２名を配置し預かります。 

   実施日 保育園開園日 

   時 間 １８：１５～１９：１５ 

   利用料 利用日数により徴収します。 

        月１３日以上 ３,０００円（月額） 

        月１２日以下   ２５０円（日額） 

◎ 一時保育 

   対象者 認可保育園に在籍していない児童 

   内 容 不定期及び緊急な保育を要する児童の保育をします。 

   実施日 みのり第２保育園が開園している日（月～金） 

   時 間 ８：３０～１６：３０ 

       ＊時間については相談に応じます。 

 

◎ 地域活動事業 

＊地域交流活動 

対象者 みのり第２保育園児と保護者・卒園児・地域の 

高齢者等 

内 容 親子・卒園児・高齢者との交流活動を行ないます。 

保育士体験・夏まつり  

 運動会・発表会・親子クッキング  

 

＊子育て講座事業 

対象者 在園児の保護者及び地域の乳幼児を持つ保護者。 

内 容 子育てに関する講演会又は活動をします。 

幼児教育・家庭教育講話  

 

 ＊放課後預り事業 

    対象者 みのり第２保育園の３月卒園児 

    内 容 卒園後入学式までの間、児童をお預かりします。 



 

自主的な取り

組み 

＊完全給食 

  対象者 みのり第２保育園児（３歳以上児） 

  内 容 ３歳以上児の給食について主食、副食を提供し、給 

      食費を別途徴収いたします。 

      （月額、主食１５００円・副食４５００円） 

※副食費は市の基準により免除となる場合があります。 

＊育児・療育相談 

  対象者 みのり第２保育園児の保護者及び地域住民。 

  内 容 育児・療育に関する相談を年間通じて受付けます。 

      必要あれば関係機関へも繋ぎます。 

 ＊保育士体験 

対象者 みのり第２保育園児（３歳以上児）の保護者 

    内 容 各クラス１日１名を限定し、保育体験の中で園児と 

ふれあい、一緒に子育てについて考えていきます。 

 ＊さくら会交流会 

    対象者 みのり第２保育園児（３歳以上児） 

    内 容 みのり・つくし保育園へ出かけ、ふれあい 

        親睦を深めます。 

＊園庭開放  

  対象者 地域内で幼児を持つ親子 

  内 容 園庭を開放し、地域内の親子がふれあいの場として 

活用できるようにします。 

＊水泳教室 

  対象者 みのり第２保育園児（５歳児） 

  内 容 ７～８月 温水プールで水に慣れ親しむ。 

 ＊体操教室 

  対象者 みのり第２保育園児 

    内 容 年４回程度、専門指導員による体育あそびの教室。 

 ＊剣道教室 

    対象者 みのり第２保育園児（５歳児） 

    内 容 武道を通じて礼儀・作法を身につけます。 

 ＊絵本の読み聞かせ 

    対象者 みのり第２保育園児（５歳児） 

    内 容 読み聞かせをし、絵本から感じた四季や思いなど、 

墨画で描き表現して、感性を養っていきます。 

 ＊園外保育 

対象者 みのり第２保育園児 

内 容 園児バス等を利用し、恵まれた環境の中へ積極的に 

出かけていき、豊かな心を育てます。 
 


