
 
施  設  概  要 

                                                （令和４年10月1日現在） 

名  称 社会福祉法人 寶
ほう

林会
りんかい

 うみかぜこども園 
（保育所型認定こども園） 

事業開始年 2011年 

所在地 

・ 

連絡先 

浜田市久代町８８２番地  

 電話（０８５５）２４－８４４４  FAX （０８５５）２８－３３２８  

E-mail：umikaze@peach.ocn.ne.jp    

ホームページ：http://www.umikaze-kodomoen.fun/ 

設置者・運営者 社会福祉法人 寶林会 

施設及び設備の

状況 

 園  舎     構造     鉄骨造平屋建 （施設完成年：２０１１年） 

        面積    １０４６．６５㎡ 

 屋外遊戯場  面積     ２６３５．００㎡ 

保育室    ５部屋   医務室   １部屋 

遊戯室    １部屋   事務室   １部屋 

乳児室    ２部屋   トイレ   ４か所 

調乳室    １部屋   倉庫    ５部屋 

ほふく室   ２部屋 

沐浴室    ２部屋 

ランチルーム １部屋 

調理室    １部屋 

利用定員 ６５名（保育園部 ５０名・幼稚園部 １５名） 

入所状況 

 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

保育園部 5 9 1１ 11 11 15 

幼稚園部  ０ ０ １ ０ 

   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 

●副 園 長   １名 

●主幹保育教諭 １名 

●保育士  1３名（内、副主幹保育教諭1名・育児休業中１名） 

くじら組（5歳児） １名 

あしか組（4歳児） １名 

いるか組（3歳児） １名 

か に組（2歳児） ２名 

らっこ組（1歳児） ２名 

ぺんぎん組（0歳児）１名 

フリー          ４名 

●子育て支援員  ２名 

●調理員  2名（内、栄養士1名） 

●嘱託医  2名（小児科医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 7：00 20：00 

土曜日 7：00 20：00 

保育の方針 「保育所保育指針」並びに「幼保連携型認定こども園教育･保育要領」に

基づき、養護と教育の両視点から、『豊かな心をもち、たくましく生きる

人間の育成』を目指し、日々保育を行います。 
 

【教育・保育目標】 

◎真理をもとめる心や自然を愛し、美しいものや崇高なものに感動 

する心を育てる。 

◎生命を尊重する心や、他人を思いやるやさしい心を育てる 

◎感謝の心や、他のためにつくす心を育てる。 
 

【教育・保育内容】 

①宗教的情操を育てる（仏教保育の実践） 

・自然とのふれあいや、身近な環境とのかかわりあいを深める。 

②人とのかかわりをもつ力を育成する 

・異世代交流を通して、共に楽しみ、共感しあえる相関関係を身に 

つける。 

③基本的生活習慣・態度の形成（年齢的発展充実を考慮） 

・自己発揮と自己抑制の調和のとれた自立性を育てる。 

・健康で安全な生活を送るために必要な基本的生活習慣や態度を 

身につける。 
 

上記を教育・保育の方針とし、さらに具体的に柔軟で発展的なものにな

るよう留意して月々の計画を立て、年齢、発達段階、個性などに応じた様々

な体験の中で子どものもつ可能性を見つけ出し伸ばすよう努力します。 

1日の過ごし方 3歳以上児 3歳未満児 

【幼稚園部 満３歳児】 幼稚園部 保育園部 

8:30 登園 

   遊び 

9:00 朝の集い（仏参）・ 

遊び 

11:30 食事・歯みがき 

12:30 遊び 

14:00 帰宅準備・降園 

7:00 開園 

8:30 遊び 

9:00 朝の集い（仏参）・ 

遊び 

11:30 食事・歯みがき 

12:30 午睡 

15:00 おやつ・歯みがき 

16:30 帰宅準備・降園 

18:00 延長保育 

20:00 閉園 

7:00 開園 

   遊び 

【8:30 登園】 

9:00 おやつ・遊び 

   睡眠（０歳児） 

11:00 食事・歯みがき 

12:30 午睡【遊び】 

【14:00 帰宅準備・降園】 

15:00 おやつ・歯みがき 

16:30 帰宅準備・降園 

18:00 延長保育 

20:00 閉園 
 

・月齢や季節によって大き

く異なります。 
 

・幼稚園部の満３歳児につ

いてはお子さんの発達状況

により柔軟に対応します。 

年度始めは、クラスの活動状況やその日の子どもたちの健康状態などに 
応じて食事・午睡の時間を少し早めるなど、柔軟に対応します。 



年間行事予定 4月…入園式・新入児歓迎パーティー 

5月…花まつり・降誕会・親子遠足・定期健康診断 

6月…保育参観・歯科検診 

7月…プール開き・夕涼み会・保護者研修（救命講習） 

8月…お泊り保育（年長児対象） 

9月…運動会・保育参観 

10月…秋の遠足・サッカー大会（浜田市保育連盟主催） 

11月…定期健康診断・歯科検診 

12月…成道会・生活発表会・餅つき会（お年寄りとの交流会） 

1月…子ども報恩講・家庭教育学級（ﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄなど） 

2月…涅槃会 

3月…お別れパーティー・お別れ遠足・卒園式 

 

〈その他〉 

◎毎週行うもの 

 仏参（仏様への礼拝）・絵本の貸し出し 
 

◎毎月行うもの 

 お精進の日（仏参の日にあわせて）・避難訓練・安全保育指導・ 

身長体重測定・誕生会・絵本の日・お弁当の日・クリーンデー・ 

英語を楽しもう（英語教室）・運動あそび（サッカーなど） 
 

◎時期に行うもの 

 個人懇談・保護者の保育参加（随時） 
 

※開催時期は年度によって異なります。また、新型コロナウイルスの影響に 

より、延期、変更、または中止とする場合があります。 

保護者会 あり 

特別保育事業の 

実施状況 

●延長保育 

希望により午後６時から午後８時まで延長保育を行ないます。 

利用料(1日1人当たり)／250円 (月13日以上利用の場合3,000円) 

なお、午後７時以降の利用は日額150円を加算いたします。 

（※認定区分(「教育標準時間認定」「保育標準時間認定」「保育短時間 

認定」)により利用の対象になる時間、利用料が異なりますので、 

詳しくは入園の際にご説明いたします。） 
 

●一時保育 

緊急、またはリフレッシュ等の目的で保育を希望する乳幼児の保育を 

行います。 
 

●障がい児保育 

障がいをお持ちの乳幼児の受け入れを実施しています。 

 

 



自主的な取り組み ◎仏教保育 

仏様への礼拝や、職員による法話、月に１回給食で精進料理をいただく

中で、生命を大切にする心や他人を思いやる優しい心を育むよう取り組

んでいます。 
 

◎自然にやさしい保育 

子どもたちの未来に少しでも良い環境を残すため、身近なところで出来

ることから取り組みます。（ゴミの分別・クリーンデー・ものを大切に

使う・自然とのかかわりをもつなど） 
 

◎世代間（異年齢）交流 

小・中学生や近隣の高齢者施設の利用者の方との交流を通して「やさし

さ」や「思いやり」の心を育て、お互いを尊重し、支え合うことの大切

さを知らせたいと思います。 
 

◎貸し出し図書の実施 

絵本の貸し出しを行い、保護者の読み聞かせを通じ、親子の心のふれあ

いを、大切にしてほしいと思います。 
 

◎英語を楽しもう 

 年長児を対象に月２回程度、外部から講師を招き、歌ったり体も動かし

たりしながら、楽しく英語に親しむ時間を設けています。 
 

◎姉妹園との交流 

姉妹園の今福保育園は山に囲まれ、うみかぜこども園は海の近くにあり

ます。恵まれた豊かな環境を活かし、行き来をして交流をします。 
 

◎食育 

菜園活動やクッキング、給食の献立に精進料理を取り入れることなどを

通して、私たちがいただく食べ物について、子どもたちや保護者、職員

が一緒になり考える時間を持ち、共通の認識の中で「栄養面」や「健康

面」といった観点だけでなく、「命をいただく」という最も基本的であ

り重要な「心の内面」の育ちに重点を置いて活動を行います。 
 

◎給食 

３歳以上児に対して完全給食（米飯）を実施しています。献立には旬の

ものや、おはしを使うことを意識したメニューなどを取り入れて提供し

ています。３歳以上児の給食利用料は副食費もあわせて月額6,000円

（教育標準時間認定のお子さんは月額5,000円）です。 

※３歳未満児については本来完全給食で、別途給食利用料の負担はあ

りません。但し、教育標準時間認定の満３歳児のお子さんについては

月額5,000円の負担をお願いします。） 

※給食利用料は市の基準により免除または一部免除となる場合があり

ます。 
 

◎育児相談・療育支援 

当園に入園されていない方でも、育児の悩みやお子さんの気になること

など、お気軽にご相談下さい。（ご相談はお電話もしくは園庭解放もし

ておりますので、お子さんとご一緒にご来園下さい。） 
 


