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

 名  称 社会福祉法人熱田福祉会 

れんげ保育園 

事業開始年 昭和54年 

 所在地 浜田市熱田町５６６番地２２ （汐入・小福井団地内） 

 設置者及び運営者 電話（０８５５）２６－１３５３ 

FAX（０８５５）２６－０３８４ 

ホームページ：http://www.renge-s.jp/ 

 施設及び設備の 

 状況 

 園  舎     構造   鉄骨平屋造 昭和54年完成 

        面積  ３７２．１㎡ 

 屋外遊戯場  面積    ３５２.１７㎡ 

 保育室    2部屋（受入れ児童数による部屋間仕切り方式） 

 遊戯室    １部屋 

 乳児室    1部屋（ほふく室と共有・沐浴・調乳室含） 

 医務室    １部屋（職員休憩室と共有） 

 調理室    １部屋 

 利用定員   60名 

 入所状況  ０歳児  １歳児  ２歳児  ３歳児  ４歳児  ５歳児  

7 7 11 10 9 14  

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 

 副主任保育士  １名            

 保育士    11名 （内4人非常勤）      

うめ組（0、1歳児）  担任３名      

もも組（1、2歳児）  担任２名      

きく組（3歳児）       担任１名        

 ふじ組（4歳児）     

 ゆり組（5歳児）    担任１名 

子ども支援員  １名 

調理員     ２名 

調理補助        1名 

事務員     １名 

嘱託医     ３名（小児科医１名・歯科医１名・眼科医1名） 

《その他の嘱託職員》 

・体育指導員 

・音楽指導員 

・茶道指導員 

開所時間及び 

閉所時間 

月曜日～土曜日（土曜日も平日と同じ） 

開 所 時 間 07:10 

閉 所 時 間 19:10 

http://www.renge-s.jp/


保育の方針 ◆ 健康で明るい子 ◆すなおで思いやりのある子 

 

保育目標として 

６つの「生きる力が持てる子」を目指し保育を行います 

①心が安定している子 

②自分のことばで表現できる子 

③健康な体 

④思いやりのある子 

⑤何事にもあきらめない子 

⑥意欲的にやってみようとする子 

1日の過ごし方 ０～2歳児 3歳以上 

7：10  開 園（保育開始） 

     視診・ふれあいタイム 

9：30  組別保育・おやつ 

11：45 昼 食 

12：40 午 睡 

15：45 おやつ 

17：00 合同保育（自由遊び） 

18：10 延長保育開始 

19：10 閉園（保育終了） 

7：10 開  園（保育開始） 

     視診・ふれあいタイム 

9：30  組別保育 

11：45  昼 食 

13：00  午 睡 

15：45  おやつ 

17：00  合同保育（自由遊び） 

18：10  延長保育開始 

19：10  閉園（保育終了） 

 

年間行事予定 春 

入園式・進級式・参観日・健康診断（内科及び歯科） 

夏 

七夕祭り・プール遊び・楽しんで帰ろう会か夕涼み会（交互に実施） 

秋 

運動会・さつま芋堀・お月見・健康診断（内科及び歯科） 

サッカー大会・親子ふれあい遠足 

冬 

もちつき・とんど焼き・豆まき・生活発表会・ひな祭り・お祝いの会 

卒園式・終了式   

 

(外部指導教室)各専門指導員による指導  

●体育教室 対象 ２歳～５歳児  

●茶道教室 対象 ５歳児 

●音楽教室 対象 ３歳～５歳児 

 

（月行事） 

●身体測定 

●全体集会（月曜日） 

●お弁当の日 

●避難訓練 

保護者会 あり 



特別保育事業の 

実施状況 

◎乳児保育 

 対象者 入園園児 

 内容  ０歳児の入園に際し、０歳児３人につき保育士を一人配置し、

０歳児が６人になると、看護師を配置する場合もあります。 

◎延長保育事業 

 対象者 入園園児 

 利用料 有 料 （浜田市内保育園と同額） 

 内容  通常保育の１１時間を超えた部分の時間で保育を実施する。

尚、時間の設定は保護者の要望に考慮する。 

◎一時的保育 

 対象者 浜田市内・外の就学前児童（事前申し込み必要） 

 内容  どなたでも急用などで一時的に家庭において子どもの世話が 

     できない時。 

（例えば 病気・冠婚葬祭・看護・介護等） 

 実施日 月曜日～土曜日（但し、開園日） 

 時 間 ８：３０～１６：３０ 

 利用料 有料となります。（浜田市内保育園と同額） 

浜田市の 

児 童 

利用時間 

４時間以内 ４時間以上８時間未満 ８時間以上 

０歳児 1,200円  2,000円 30分ごとに 

200円 １・２歳児 1,000円  1,700円 

３歳以上児 900円  1,500円 

 

浜田市外の 

児 童 

利用時間 

4時間以内 4時間以上8時間以内 8時間以上 

０歳児 1,400円  2,400円 30分ごとに 

200円 1・2歳児  1,200円  2,100円 

3歳以上児  1,100円  1,900円 

◎地域活動事業 

① 体育教室 

 対象者 保育園入園児童 2歳児～５歳児 

 内 容  体育専門指導員による指導のもとで実施 

② 保護者への育児講座 

対象者 保育園入園児童及び地域の就学前児童を持つ保護者 

内 容 貸し出し絵本・講演会・レクリエーション 

③ 地域の方との交流 

対象者 保育園入園児童及び地域の方 

内 容 行事参加や絵本の読み聞かせ・昔ながらの遊びを教わり 

一緒に遊ぶ 

④ 小・中・高校生との交流 

 対象者 保育園入園児童及び地域の就学前児童を持つ保護者 

 内 容 小・中・高校生を保育園に招き、遊びを教えてもらったり 

しながら一緒に遊ぶ。 



自主的な取り組み ◎完全給食の実施事業 

対象者 全園児 

    但し、３歳以上の給食費は保育料に含まれないため    

     別途徴収いたします。 

 

 給食費  月額 6000 円（1 人分） 

※副食費は市の基準により免除となる場合があります。 

◎育児相談事業 

 対象者 乳幼児童を持つ保護者 

 内 容 電話及び面接による育児相談を開所時間中受け付けます。 

◎一輪車及びピアニカ 

 ５歳児を中心に発達・集中力を養うために取り組んでいます。 

◎茶道教室 

 茶道専門指導員の指導のもとで、礼儀・作法を基本とし体験を繰り返

しながら、心の豊かさと和らぎを身につけるために取り組んでいます。 

◎音楽教室 

 音感の発達する３･４･５歳の時期に大切ないろいろな音あそびを経験

します。 

◎子育てひろば《療育支援事業》 

 園の子どもと一緒に、遊びの場・生活の場を経験できます。保健師さ

んを園に招き、保育園の園児や地域の子どもさんの生活の様子を観て頂

きながら、保護者の方と育児についての 相談や質問などを気軽に話し

合える場を提供します。必要に応じて、保健師さんを通じて専門機関へ

と繋ぐきっかけ作りをします。 

◎園庭開放事業 

 どなたでも親子のふれあいの場として、園庭を開放します。親子で保

育園においでください。また、子育てについて一緒に考えてみません

か。（育児相談）（毎週火曜日～金曜日 午前１０時～１１時まで）（費

用は無料） 

 


