
施 設 概 要 

（令和４年１０月１日現在） 

名 称 聖バルナバ保育園 事業開始年 １９６７年   

所在地 

浜田市浅井町２６０番地   TEL（０８５５）２３－１２３９ 

              FAX（０８５５）２３－１０４４ 

URL     http://www.sei-barunaba.jp/ 

  E-mail   sei-barunaba@isis.ocn.ne.jp 

設置者及び運営者 社会福祉法人 日本聖公会 浜田福祉会 

 

 

 

 

 

 

設置及び設備の状況 

園舎     構造   鉄骨２階建    １９７５年 

              〃   一部築１９９３年 

       延床面積 ７４３，７２㎡ 

屋外遊技場  面積   ８９６，５４㎡（屋上遊戯場含） 

遊戯室    １部屋 

乳児室    ２部屋  （ほふく室共有） 

沐浴室    １部屋 

調乳室    １部屋 

保育室    ４部屋   

保健室    １部屋 

調理室    １部屋 

延長保育室  １部屋  （一時保育兼用） 

図書室    １部屋  （絵本のコーナー） 

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 

４人 ７人 ８人 ９人 １２人 １１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。 

職員の状況 

園長      １名 

保育士    １０名  

あゆみ組（０歳児）担任２名  ふたば組（１歳児）担任３名 

つぼみ組（２歳児）担任２名  は な組（３歳児）担任１名 

めぐみ組（４歳児）担任１名  ひかり組（５歳児）担任１名 

調理担当    ３名 （管理栄養士、栄養士、調理師） 

主事（兼保育士）１名  

非常勤保育士  １名   

嘱託医     ３名 （内科医１名 眼科医１名 歯科医１名） 

開所時間及び 

閉所時間 

 開所時間 閉所時間 

平日 ７：１０ １９：１０ 

土曜 ７：１０ １８：１０ 

  

http://www.sei-barunaba.jp/
mailto:sei-barunaba@isis.ocn.ne.jp


保育の理念 

「保育所保育指針」に基づき養護および保育 

神と人と自然を愛する子ども（キリスト教保育を基本とする） 

・ 誰とでも仲よく、思いやりの心を大切にし、一人ひとりの成長を見

守り育ちあう。 

・ 自分の居場所、体を動かし自分でしたいことを見つける。 

・ 友だちと元気いっぱい体を使って遊ぶ。 

・ あきらめず最後までやり通す心と体力を養う。 

・ 基本的生活習慣を身につける。  

一日の過ごし方 

３歳未満児 

７：１０ 開園 

自由遊び 

９：００ おやつ 

  異年齢児交流 

      あそび 

１１：１５ 食事 

１２：３０ 午睡 

１５：００ おやつ 

      お迎えを待つ  

      自由遊び 

１８：１０ 延長保育 

１９：１０ 閉園 

３歳以上児 

７：１０ 開園 

  自由遊び 

９：００ 

      異年齢児の交流 

年齢別保育 

１１：３０ 食事 

１３：００ 午睡 

１５：００ おやつ 

１６：１０ お迎えを待つ 

      自由遊び 

１８：１０ 延長保育 

１９：１０ 閉園 

年間行事予定 

４月 入園式、イースター、健康診断、フッ素塗布、歯科検診 

５月 こどもの日のお祝い会、野菜作り、眼科検診 

６月 創立記念お祝い会 

７月 七夕まつり、卒園児交流会 

１０月 運動会、フッ素塗布、歯科検診、いもほり、焼いも会 

サッカー大会参加（年長組） 

１１月 健康診断、眼科検診、総合避難訓練、 

    収穫感謝祭、浜田駅前交番訪問 

１２月 クリスマス、もちつき 

 １月 お正月あそび 

 ２月 節分豆まき、生活発表会 

 ３月 ひなまつり、卒園児お祝い会、卒園式 

その他 年齢別の園開放日・園の食事試食、お弁当の日（年５回程度） 

毎月行事  身体計測、避難訓練、誕生会、交通安全教育 

※新型コロナウイルスの感染状況により中止している行事も    

あります。 

保護者会 あり（保護者主導、会費無し） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別保育事業の実施 

状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乳児保育 

 対象者  聖バルナバ保育園入園児童 

内 容  ０歳児（産休明け）の保育を実施しています。 

       冷暖房、床暖房設備の完備した、明るく快適な乳児室、専用

テラスも有り、一人ひとりの成長に合わせて、のびのびと保

育しています。 

障がい児保育 

 対象者  聖バルナバ保育園入園児童 

  内 容  障がいを持つ乳幼児、特別支援を必要とする乳幼児の 

保育を実施しています。専門機関との連携をとり     

保育をしています。 

      音楽療法士の方のリトミック指導を受ける機会を作って 

      います。 

延長保育 

 対象者  聖バルナバ保育園入園児童 

 内 容  勤務の都合で１９：１０までの保育を希望する在園児      

童に軽食を出して保育士２人で保育をします。 

 申 込  聖バルナバ保育園にある申込書に必要事項を記入して、

提出してください。 

 実施日  保育園開園日（月曜日～金曜日） 

 時 間  １８：１０～１９：１０ 

 利用料  月１２日以上  ３，０００円 

      １日        ２５０円 

地域活動事業 

世代間交流事業 

 対象者  聖バルナバ保育園在園児、祖父母、卒園児（小学生） 

 内 容   ６月 創立記念日お祝い会 

       ７月 卒園児交流会 

      １２月 クリスマス会 

       園児と共に楽しい時間を作っています。 

地域の子育て家庭への育児講座 

 対象者  聖バルナバ保育園在園児童保護者及び地域の子育て  

家庭の保護者 

 内 容  １年に１回 子どもと食事・栄養に関する講座。 

      保護者の子育て相談を兼ねて親子で楽しい時間を過ごす

機会を持ちます。 

（各年齢ごとに）リトミック遊びを専門の指導者のもと行

います。親子の楽しい時間を過ごしましょう。 

地域の方も電話での申し込み可能です。 

気軽に声をかけてください。 

子育て支援 

 対象者  聖バルナバ保育園在園児童及び地域の就学前児童を持つ

保護者。 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別保育事業の実施 

状況 

 

内 容  電話、来園による育児相談、療育支援・相談を開所時間中

受け付けています。 

園庭開放  （０歳～３歳） 

      火曜日～木曜日午前１０時～１１時３０分実施します。

子育て中の“いろいろ”を語り合いましょう！ 

療育の必要な方も気軽にお出かけください。 

※事前に申し込みが必要です。保育園に直接連絡して 

ください。（電話受付可能） 

一時保育事業 

 対象者  浜田市内・外就学前児童 

 内 容  不定期の保育、緊急保育等を希望する児童を保育します。 

      昼食は完全給食、おやつ 

 実施日  月曜日～金曜日。但し、祝祭日は休み。 

      ※事前予約が必要です。 

 時 間  ８：３０～１６：３０ 

 利用料  ４時間以内（市内）     ４時間超（市内） 

       ０歳児   １，２００円   ２，０００円 

１， ２歳児 １，０００円   １，７００円 

３歳以上児   ９００円   １，５００円 

４時間以内（市外）     ４時間超（市外） 

       ０歳児   １，４００円   ２，４００円 

１，２歳児 １，２００円   ２，１００円 

３歳以上児 １，１００円   １，９００円 

※ただし、昼食・おやつを食べなかった場合は、上記利用料から３００円を引く。  

自主的な取り組み 

完全給食 

 対象者  聖バルナバ保育園在園児童  

 内 容  月曜日～土曜日まで 

３歳以上児は給食費６，０００円(主食費１，５００円、 

副食費４，５００円)を別途徴収します。 

      出来るだけ地産地消に心がけ、新鮮な旬の食材を使い、

麦ご飯、めん類等いろいろな献立に合わせて実施し、全

園児が喜んで食べるよう行事食、バイキング形式などを

取り入れています。五感で感じる食事内容や友だちと楽

しく食事をすることを大切にしています。        

      ※副食費は市の基準により免除となる場合があります。 

誕生会 

  毎月、お祝い会の後でお弁当バイキングをします。３歳児以上の

子ども達が自分でおにぎりをつくり、お弁当箱におかずを詰めま

す。天候、季節に合わせて園内外の好きな場所で、異年齢児との交

わりの中で、お弁当を食べます。 

リトミック音楽教室 

  各年齢ごとに音楽療法士の指導の下、音楽を体で感じ、心のリフ 

レッシュの時間を作っています。０歳児～２歳児までは親子で教室

に参加し楽しい時間を過ごしています。 
 


