
 

                        

施  設  概  要 
 

                                                （令和4年１０月１日現在) 

 名  称  ちどり第２保育所 事業開始年 平成16年 

  所在地  浜田市長浜町699番地3   電話（0855）24-7311 

 設置者・運営者  社会福祉法人 旭光福祉会 

 施設及び設備の 

 状況 

 園  舎      構造    木造平屋建    昭和41年 

             面積    ５６１㎡ 

 屋外遊戯場  面積    ８３６㎡ 

 保育室      ４部屋 

 遊戯室      １部屋 

 乳児室      １部屋（ほふく室と共有  調乳室・沐浴室有) 

 医務室      １部屋（事務室と共有） 

 調理室      １部屋               ※全保育室冷暖房完備 

 利用定員   ５０名 

 入所状況  ０歳児  １歳児 ２歳児  ３歳児  ４歳児  5歳児  

10 9 11 15 14 11  

   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  所     長   １名 

 主任保育士   １名 

 保 育 士  10名   もも組    (０歳児)   ・・担任2名 

もも組    (１歳児)   ・・担任2名 

                     うめ組   (２歳児)   ・・担任2名 

                   さくら組    (３歳児)   ・・担任１名 

                   きく・ふじ組 (4・５歳児) ・・担任3名 

看 護 師   1名 

栄 養 士   2名 

保 育 助 手   3名 

調 理 助 手 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 

 開所時間              閉所時間 
平日 ７：１０              １９：30 

土曜 ７：１０              １９：30 



  保育の方針 

 

 

 

 

 

 

 

一日の過ごし方 

 ｢やさしく思いやりのある子｣ 

 ｢明るく素直な子｣ 

 ｢元気で頑張る子｣ 

 この３つを基本理念として、人間性豊かな乳幼児期を育てる 

 と共に、子供の発達・個性を正しく見極めた教育と家庭的な 

 雰囲気を持った養護を取り入れ、０歳～就学前までの乳幼児、 

 障がい児を受け入れて保育をしています 

  ７:１０ 開所 登所 視診（未満児は検温） 

  ８:００ 保育開始 

     自由遊び 

  ９:００ 朝のお集り   （未満児は9：15よりおやつ） 

     クラス別設定保育 

１１:３０ 給食       （未満児は11：00より給食） 

１３:００ 午睡       （未満児は12：30より午睡） 

１５:００ おやつ 

１６:００ 合同保育・随時降所 

１８:１０ 保育終了 延長保育開始 

１９:３０ 延長保育終了 閉所   
 

    年間行事予定   ４月   入所式  健康診断 

  ５月   春の遠足(全園児親子)  保護者参観日 

  ６月   歯科検診  芋苗植え 

  ７月   七夕会 お楽しみ会(1年生招待） 夕涼み会 

 10月   秋の遠足 

運動会 保育連盟サッカー大会 健康診断 

 11月  芋煮会   

12月   生活発表会 もちつき会  

冬のお楽しみ会 歯科健診 

１月   就学前懇談会(年長児) 

  ２月   節分豆まき 保護者参観日   

３月  ひなまつり 卒園旅行(年長児) 

お別れ会 卒園証書授与式 

毎月行事 

身体測定 

避難訓練 

誕生会 

礼拝日 

 保護者会  あり 

 特別保育事業の 

 実施状況 

 乳児保育 

 対象者    ちどり第２保育所入所児童 

 内  容    ０歳児・・産休明けからの乳児を受け入れ、保育 

           を行っています 

  障がい児保育 

 対象者    ちどり第２保育所入所児童 

 内  容    障がいを持つ乳幼児や支援の必要な乳幼児の保育を

行っています。 

 

 

 

 



  特別保育事業の 

 実施状況(前頁の続き) 

 地域活動事業 

 ☆世代間交流事業 

 対象者   ちどり第２保育所入所児童と祖父母、また地域の 

高齢者 

 内  容  ・祖父母参観 

６月  芋苗植え 

11月  芋煮会 

12月  もちつき会 

・地元高齢者介護施設へ訪問して交流を図る。 

 ☆おひさまクラブ（園内開放） 

 内  容・・在宅児親子を招待し、保育所生活を体験して 

           いただきます。（給食も親子で一緒に食べます） 

 参加費・・親子２名で５００円 

 開催日・・4月～３月 随時実施 

           折り込み広告にて告知（読売･山陰中央･朝日･毎日） 

   (令和4年度については感染対策のため一部変更) 

 延長保育 

   対象者    ちどり第２保育所入所児童 

   内  容    勤務の都合で19：30までの保育を希望する入所 

             児童に軽食を出して職員２名で保育をします。 

   実施日    月～土 

   時  間    18:10～19:30 

   利用料    利用日数により徴収 

             1日 250円   月１２日以上 3,000円 

 一時的保育 

   対象者    浜田市内外の就学前児童 

   内  容    不定期の保育や緊急の保育を希望する児童を保育

します。 

             昼食は完全給食です。 

   実施日    月～金  

(但し保育所の定めた休園日及び園行事日は除く) 

   時  間     8:30～16:30 

   利用目的  ①保護者の不定期の就労等による 

日 数    一時的な保育・・・・・・・・・週３日以内 

             ②保護者の病気や怪我・冠婚葬祭等による 

緊急の保育・・・・・・・・・月１５日以内 

             ③児童の集団生活への慣らし 

                保護者のリフレッシュ等・・・月１５日以内 

   利用料    利用目的①②③とも（利用時期にかかわらず4月1日の年齢で） 

             ０歳児・・・・日額 2,000円 

             ３歳未満児・・日額 1,700円 

             ３歳以上児・・日額 1,500円 

            (浜田市外在住者の利用の場合  日額＋400円) 



 

   スイミング教室 

  年間を通じての体力作りを目的とし、専属コーチの指導に 

基づき、楽しく水に慣れることからはじめます。 

   場  所  浜田スイミングスクール（福井誠記念プール）（黒川町） 

   実施日  第２第４水曜日の午前中  9:30～11:30 

   実施月  (前期指導)４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

           (後期指導)10月 12月 １月 ２月 

   対  象  ちどり第２保育所４･５歳児（きく・ふじ組） 

   ☆専属コーチ指導  年齢別に月１回 

   ☆スイミングスクールのバスにて送迎 

 剣道教室 

   武道を通じて「礼儀」「声を出す」「けじめ」を学びます。 

   対  象     ちどり第２保育所  ５才児 

   毎月1回実施 （有段者職員による指導） 

 完全給食の実施 

   対象者 全園児 

3歳以上児 月額 6000円 (主食1500円 副食4500円) 

   お弁当日(月１回・・・ただし夏期は除く） 

  アレルギーをお持ちの園児さんにも個別に対応しております。 

   ※副食費は市の基準により免除となる場合があります。 

  子育て相談室 

  対象者 浜田市内外の育児に関する悩みをお持ちの保護者 

  内 容 電話もしくは来所による育児相談・療育支援相談を 

受けつけています。  

相談日 毎週月曜日～金曜日   9:00～15:00 

 携帯メールによる保護者への連絡 

   保育所での活動や連絡事項、緊急時の連絡を保育所から 

   保護者の携帯電話へ直接メールでお知らせしています。 

 入学式前保育事業 

 対  象・・小学校入学式までの間、保育に欠ける当該年度の 

           ちどり第２保育所卒園児。 

 期  間・・新年度保育開始日より入学式前日まで (土､日は除く) 

 時  間・・一時保育の利用時間に準ずる（緊急の場合のみ延長可） 

 利用料・・一時保育の利用料金に準ずる（追加時間分は､延長料金を徴収） 

親子でお誕生日会 

   毎月のお誕生会に誕生児の保護者をご招待しております。 

   食事の準備をお手伝いいただき、一緒に食事をします。 

   (令和4年度については感染対策のため保護者の招待は休止) 

★ちどり第２保育所ホームページ 

    保育所の事業内容や行事の様子をお知らせをしています。 

    URL:http://chidorihoikusho.jp 

携帯電話からも写真を見ることができます。 


