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※3

加東市立認定こども園等について

米田こども園 社地域小中一貫校の開校時に
合わせて、加東みらいこども園
に統合する予定です。 
（開校は令和７年度予定）鴨川保育園 

◇ 施設一覧 ◇                ●・・・利用可能

区

分

公
立
／
私
立

施設名 所在地 電話番号 

入所年齢 ※2 定員(人) 

認定こども園は

教育・保育合計

人数

休
日
保
育

教育利用 

保育利用 
３
歳

４
歳

５
歳

認
定
こ
ど
も
園

私 泉こども園 西垂水 105 42-0100 
※1 

● ● ● 生後３か月～ 90 

私 正覚坊こども園 上田 842-2 42-2692 
※1 

● ● ● 生後６か月～ 95 

私 東古瀬こども園 東古瀬 634-2 42-1078 
※1 

● ● ● 生後６か月～ 75 

私 三草こども園 上三草 160 42-0677 
※1 

● ● ● 生後６か月～ 95 

私 たきの愛児園 上滝野 1170 48-2090 
※1 

● ● ● 生後８か月～ 105 

私 加茂こども園 北野 235-1 48-5000 
※1 

● ● ● 生後８か月～ 100 

私 河高こども園 河高 2116 48-2398 
※1 

● ● ● 生後８か月～ 80 

私 高岡育児園 高岡 912-2 48-2624 
※1 

● ● ● 生後６か月～ 75 

私 東条こども園 掎鹿谷 263-1 47-1601 
※1 

● ● ● 生後６か月～ 100 

私 秋津こども園 秋津 940-4 47-0745 
※1 

● ● ● 生後６か月～ 56 

公 加東市立加東みらいこども園 山国 2001-1 42-4150 
※1 

● ● ● 生後３か月～ 250 ●

公 加東市立米田こども園 ※3 上久米 272-2 44-0101 
※1 

● ● ● 生後３か月～ 60 

保
育
所

私 椿山保育園 山国 1559 42-6001 生後３か月～ 70 

私 さくら保育園 岡本 1572-7 46-0415 生後６か月～ 50 ●

公 加東市立鴨川保育園 ※3 平木 1308 45-0271 １歳～ 20 

私 みやま保育園（広域入所） 
小野市中谷町

200-2 
(0794) 
67-0158 

生後３か月～ 40 

※1 ３歳の誕生日を迎えた翌月１日から「満３歳児」としての入園を受け入れています。（定員に空きがある場合のみ） 

※2 令和５年度のクラス年齢は以下のとおり

です。年度の初日の前日（３月３１日）の満

年齢で決定します。 

クラス年齢 生年月日 

０歳児 令和 4年 4月 2日～ 

１歳児 
令和 3年 4月 2日～ 

令和 4年 4月 1日 

２歳児 
令和 2年 4月 2日～ 

令和 3年 4月 1日 

３歳児 
平成 31 年 4 月 2 日～ 

令和 2年 4月 1日 

４歳児 
平成 30 年 4 月 2 日～ 

平成 31 年 4 月 1 日 

５歳児 
平成 29 年 4 月 2 日～ 

平成 30 年 4 月 1 日 
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１ 名称等                                                 （令和 ４年 ８月 1 日現在） 

名  称  泉こども園 所 在 地 加東市西垂水 105 

設置主体  社会福祉法人 泉福祉会 電話・Fax ℡ 42-0100 Fax 42-6785 

施設長名  藤本 富美子 設置年月日 昭和 52年４月１日 

E メール  izumi＠izumihukushikai.com ホームページ https://izumi-k.or.jp/ 

職員の状況 園長 １人      保育教諭 ２３人        調理員 ２人 

２ 入所定員・保育時間、休所日等について 

 教育標準認定（幼稚園部） 

１号認定 

保育短時間認定（保育園部） 

２号・３号認定 

保育標準時間認定（保育園部） 

２号・３号認定 

定  員 １５人（現員：１１人） ７５人（現員：９１人） 

入所年齢 満３歳～就学前 ３か月～就学前 

入所条件 特になし 就労・その他 

時  間 ９：００～１４：００ ８：００～１６：００ ７：３０～１８：３０ 

預かり保育 

延長保育 

８：００～９：００ 

１４：００～１７：００ 
※別途利用料加算（30 分 100 円） 

７：００～８：００ 

１６：００～１９：００ 
※別途利用料加算（10 分 100 円） 

７：００～７：３０ 

１８：３０～１９：００ 
※別途利用料加算（10分100円） 

土 曜 日 休 み ７：３０～１７：３０（勤務等で家庭保育ができない方のみ） 

休 所 日 日曜日・祝祭日・年末年始（１２月２９日～１月３日） 

休 業 日 夏休み、冬休み、春休み、有り  

給 食 費 
月額４,４００円 

８月 １食２２０円×教育日数 

２号認定児：月額４,４００円 

          土曜日 １食２２０円×利用回数 

※１号認定児定員超過の場合、園の基準により選考します。受付は当園で行います。 

３ 特別保育事業の内容      

障害児保育事業 有り 

一時預かり事業 
有り  9:00～16:00 

３歳未満児 ３歳以上児 

9:00～13:00 2,000 円 1,500 円 

9:00～16:00 ２,500 円 2,000 円 

※午前９時以前、午後４時以降は延長保育となります。※別途料金加算 

地域子育て支援事業 

園庭開放、子育て相談（毎週水・木曜日 10 時～12時 月１回保健師） 

未就園児の体験保育（月２回 水曜日キッズ体操、ぴよちゃんひろば、行事等） 

保育環境の充実 外部講師による催し 

４ その他 

 ☆給  食  

《献 立》 個々に応じたアレルギー食、離乳食をつくります。和食中心で、 

栄養のバランスがとれた献立です。 

旬の食材、手作りおやつ、自家製ヨーグルト等もあります。  

《全園児》 完全給食(主食、副食、牛乳、間食）炊きたてのご飯を毎日食べています。 

☆健康管理 

     ○連携機関 森下クリニック、ふくおか歯科医院、加東市民病院 

  ○浄水器によるイオン水の使用、電解水生成装置による食材、器具洗浄 

   ○床暖房設置（未満児保育室） 

☆安全管理体制   

○緊急通報装置「県警ホットライン」設置  ○ＡＥＤ設置   

〇防犯カメラ設置 〇一斉緊急メール配信 〇遊具安全点検（年２回） 

〇消防用設備点検（年２回） 〇午睡チェックセンサー（０歳児） 



５ 保育方針・特色 

主な年間 

行  事 

４月 入園式・内科健診・個人懇談        10 月 祖父母参観・内科健診・さつま芋掘り

５月 子どもの日お楽しみ会・親子ﾊﾞｽ遠足  11 月 遠足・七五三お祝い・人形劇観賞

６月 歯科健診・保育参観         12 月 音楽会・クリスマス会 

７月 夕涼み会・プール開き・夕暮れ保育   １月 かるた大会・コマ回し 

８月 水遊び                2 月 保育発表会･豆まき･1 日入園 

９月 運動会                ３月 ひな祭り・お別れ会・卒園式 

毎月 誕生会・身体計測・避難訓練・安全点検・指導員による音楽指導 

毎週 指導員による体育指導 ・コスモスポーツクラブ（希望者のみ） 

毎日 英語であそぼう 

できることはおもしろい   

おもしろいから練習する  

練習すると上手になる   

上手になると楽しい 

そして次の段階へ行きたい 

この繰り返しで 

だれでも好きなことに 

天才になれる！

幼児期は環境が大切です。 

毎日の「積み上げ」で 

子どものすこやかな 

成長を支えます。 
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１.のびのび 心の豊かな子  

２.きらきら 遊びを楽しむ子   

３.いきいき 丈夫で元気な子   

４.もくもく 最後までやりぬく子 

  （令和４年８月１日現在）

私たちの教育・保育への想い    『生かせ いのち』   

 こどもは、遊びの天才です。遊びは失敗しても面白く「ああでもない」「こうでもない」と考え工夫し、い  

っぱい失敗しながら試行錯誤を繰り返し、やっと出来上がったときの喜びは感動的です。その成就感は「自 

分もできる」という自信（自己肯定感）に繋がり、「あれもやってみたい」「これもやってみたい」と言う意 

欲・挑戦する心を育んでいきます。この色々な経験を通して協力すること、つまずきや葛藤を乗り越える強 

い心、友達を気遣う優しい心、そして豊かな感性等、人間として生きる「土台」となる力を育みます。だか  

らこそ、のびのびと活動出来る豊かな自然環境を設定し、一人ひとりがキラキラ輝けるよう、子どもたちに 

寄り添いそれぞれの個性を育む教育、保育を実践していきます。 

教育 ・ 保育目標 

１、園の名称等

認 定 類 型 幼保連携型認定こども園 設置主体 社会福祉法人正覚坊福祉会 

名     称 正覚坊こども園 所 在 地 加東市上田８４２-２ 

設 置 年月日 昭和２４年６月１日 電 話 0795-42-2692 ＦＡＸ 0795-42-3973 

職員の配置状況 園長 １人 保育教諭 １８人（非常勤含む） 調理員他 ３人 

２、入所定員・開所時間・休園日等

教育標準認定 

（１号認定） 

保育短時間認定 

（2号・3号認定） 

保育標準時間認定 

（2号・3号認定） 

定  員  15人（現員14人） 80人 （現員 75人） 

入園入所年齢 満 3歳～就学前 産後6か月～就学前 

入園入所資格 特になし 就労・他 

時  間 8：30～14：30 8：00～16：00 7：30～18：30 

延長保育 

（有料） 

8：00～8：30・14：30～16：00 

（30分100円）
7：30～8：00 （10分100円） 

16：00～18：30（10分100円）

7：00～7：30 （10分100円） 

18：30～19：00（10分100円） 

土曜日 休  み 8：00 ～ 17：00 （両親ともに勤務のある方のみ） 

休園日 日曜日・祝日・年末年始（12月 29日～1月3日） 

休業日 夏休み、冬休み、春休み  

  ※1号認定が定員を超過した場合 園の規定により選考する。 

「３歳児たまいれ」       「ごちそうつくり」       「ネット遊具で」   

不思議がいっぱい ！  発見がいっぱい ！ 

感動がいっぱい ！   笑顔がいっぱい ！ 

お花も虫もみんな友達 

    遊びこそ豊かな学び ・ 失敗は最高の学び 

やさしい自然につつまれて 
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３、各料金について 

給食費 1日 220円（米代、おやつ代を含む）×教育日数   （土曜日は別料金）  

一時預かり 1号認定 1日1,000円（副食費を含まない）  

４、一日の生活 

５、年間行事予定 

年齢 

時間 
３ 号 認 定 １号認定（幼稚園部）・２号認定（保育園部） 

０歳児 １歳児・２歳児 ３歳児・４歳児・５歳児 

7:00 ★延長保育（2号・3号保育標準時間認定） 

8:00

14:00

15:00

《保育》保育者の受容で安心して過ごす 《教育》保育者や友達に支えられ活動を楽しむ

☆ 一人ひとりの月齢に

応じた対応 

 ・生活、遊び 

 ・おやつ、抱いてもら 

  う、あやしてもらう、

  授乳、水分補給、おむ

  つ交換、着替え、散歩、

  寝返り、ハイハイ等 

☆ 食事、離乳食 

 食べさせてもらう、手

 づかみで食べる、ス 

 プーンで食べる、カ 

 ミカミ 

☆ 午前睡・午睡 

 ・絵本の読み聞かせ 

☆ 保育者と遊びを楽し

む 

 ・室内で遊ぶ 
 玩具、手作り玩具、積木、 

 室内遊具、リトミック、

 歌う、作る、描く、絵本 

 ・戸外で遊ぶ 
走る、跳ぶ、登る、投 

 げる ・砂場、ままご 

 と、散歩、戸外遊具等

 ・生活習慣の自立 

  トイレトレーニング

☆ 食事 

 スプーンを正しく使う

☆ 午睡（着脱指導） 

 ・絵本の読み聞かせ 

☆ 遊びを選択し、友達と考えを出し合い、楽し

 みながら遊びを進める。 

  ・ 花、草，木、小虫、砂、土、水など自然物

  で遊ぶ等 

 ・遊びに必要なものを作ったり、描いたりす 

  る等 

 ・運動遊び 

☆ クラス全体の活動で色々な体験をする。 

 ・行事活動、体操教室、ＥＣＣ（英語教室） 

 ・歌う・楽器・リトミックで表現する等 

 ・絵本や物語などに親しむ。 

 ・園外活動で地域の人、自然に触れる。 

 ・野菜や花を育てる。  

☆ 食事（姿勢・お箸の持ち方指導） 

 ・おやつ、手作りおやつ、牛乳、ヨーグルト

 1号認定順次降園 1号認定延長保育   ・おやつ、乳児菓子、ミルク、手作りおやつ 

16:00～19:00 健康観察、順次降園、延長保育 

４月

５月

6月

７月

入園式・進級式、春の遠足、健康診断 

子どもの日のお祝い、花まつり、親子遠足 

歯科検診、歯みがき指導（年長・年中） 

親子活動 

七夕まつり、プール開き、 

地蔵まつり、個人懇談 

１０月

１２月

１月

２月

3月

なかよし運動会、健康診断、秋の遠足 

１，２歳児あそびの発表会（参観）クリスマス会 

お餅つき、どんど焼き 

節分、3，4，5歳児発表会、 

ひなまつり、お別れ遠足、卒園式・修了式 

力健体操教室（2・3・4・5歳児、月4回程度） ＥＣＣ英語教室 （4・5歳児 月2回） 

園だより、給食だより、クラスだより配布、誕生会、身体測定、避難訓練、交通指導、安全点検 

「せみとり」 「せんせい、この花の名前は？」
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（令和4年8月1日現在） 

https://kose.kodomoen.ed.jp/

１ 教育・保育目標  のびのび きらきら いきいき もくもく 

２ 教育・保育方針

０、１、２歳児  先生大好き（信頼）食べるの大好き（活力） 

遊ぶの大好き（意欲）笑顔いっぱい（安定） 

３、４、５歳児  集団生活を通して友達と一緒に活動する楽し 

さの中で、感情や行動の自己調整能力を培う 

 私たちの教育・保育への想い  

「遊びで学ぶことが、子ども時代の特権」といわれています。遊びは失敗しても面白く「もう一度やってみよ

う」「次はできるようになる」と何度も挑戦しながら考え、工夫し、解決をし『自分はやればできる』『うまくでき

る』と諦めず自分の力で行うことを学びます。そんな中で「楽しい、しんどい」「うれしい、悲しい」「好き、嫌

い」「やさしい、怒る」等々、様々な気持ちを体験し、葛藤やつまずきをも乗り越え、目的を実現していきます。そ

の力は子どもたちが将来に向かって「生きる力」の土台となります。だからこそ、のびのびと活動出来る≪戸外で

十分に体を動かす。室内で落ち着いて取り組む≫環境を提供し、一人ひとりがキラキラ輝けるよう、子どもたちの

心や気持ちに寄り添い、教育・保育を実践していきます。 

３ 一日の生活 

※１ 保護者の勤務時間により通常保育時間内に送り迎えができない方に限ります。 

年齢 

時間 

3号認定 1号認定（幼稚園部）・2号認定（保育園部） 

0歳児 1歳児・2歳児 3歳児・4歳児・5歳児 

7:00 

7:30 

●保育標準時間認定児延長保育（有料）※１ 

●保育短時間認定児延長保育（有料）※1 

8:00 

9:00 

午前 

11:30 

14:00 

『保育』保育者の受容で安心して過ごす 『教育』保育者や友達に支えられ活動を楽しむ 

ひとり一人の月齢に応じた対応 

○生活・遊び 

・抱いてもらう 

・あやしてもらう 

・授乳、ミルク、水分補給 

・おむつ交換、睡眠 

・沐浴、着替え、散歩、外気浴 

・喃語、泣く笑う（自己表現） 

・寝返り、ハイハイ 

・掴まり立ち、伝い歩き、歩く 

・手作り玩具、わらべ唄、絵本 

・リトミック 

○食事 離乳食 → 普通食 

・食べさせてもらう 

・手づかみでたべる 

・スプーンで食べる 

・「カミカミ ゴックン」で咀嚼 

○午睡 

『自分でする』の気持ちを大切に 

○室内で遊ぶ 

・玩具、手作り玩具、積木 

・リトミック、リズム遊び 

・歌う、描く、作る、絵本 

○戸外で遊ぶ 

・固定遊具や運動用具で、走る、

跳ぶ、登る、くぐる、投げる 

・三輪車等乗り物に乗る、漕ぐ 

・砂場、草花でままごと遊び 

・散歩 

○生活習慣の自立 

 トイレトレーニング、手洗い 

○食事 

・スプーンの正しい使い方 

○午睡 

○自然いっぱいの園庭で遊び感性を磨く 

・固定遊具、体育用具、乗り物で遊ぶ 

・身近な自然（花、木、実、虫）を楽しむ 

・砂、土、水、泥に触れて遊ぶ 

○課題活動に取り組み、認め合い、育ち合う 

・ことば、文字、数等の知的認識への関心を深

める 

・歌唱、楽器演奏、描画、制作で表現する 

・運動、リトミックで体や心のコントロー  

 ルを図る 

・ごっこ遊びで友達と協調する 

・園外へ歩いて出かけ地域の自然、文化、伝統、

人に触れる 

○食事 

 ・お箸の正しい持ち方、姿勢、咀嚼 

 ・一定時間内に食べる、食事マナーの指導 

○絵本の読み聞かせ 

○幼稚園部（１号認定）降園 

●1号認定延長保育（有料） 

15:00 ○おやつ 

 ・乳児菓子（離乳食児） 

 ・手作りおやつ、ミルク、お茶 

○おやつ 

・牛乳、ヨーグルト、スキムミルク 

・手作りおやつ 

16:00 ○２号、３号 順次降園 ●保育短時間認定児延長保育（有料）※１

18:30 

19:00 

●保育標準時間認定児延長保育（有料）※１ 

○閉園 
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４ 園の名称等 

認 定 類 型 幼保連携型認定こども園 設置主体 社会福祉法人 正覚坊福祉会 

名 称 東古瀬こども園 所 在 地 加東市東古瀬634-2 

設 置 年 月 日 昭和２６年６月１日 電  話 0795-42-1078 FAX 0795-42-1150 

職員の配置状況 園長 1人 常勤保育教諭 10人 非常勤保育教諭 7人 調理員、他 3人 

５ 入所定員、時間、休園日等 

 教育標準認定 

（1号認定） 

保育短時間認定 

（２号・３号認定） 

保育標準時間認定 

（２号・３号認定） 

定  員 １５人 ６０人 

現  員  ６人 ８２人 

入園年齢 満３歳～就学前 ６ヶ月～就学前 

入園資格 特になし 就労、他 

時  間 9:00～14:00 8:00～16:00 7:30～18:30 

延長保育 

（有 料） 

8:30～ 9:00（       0円）

14:00～14:30（     0円）

14:30～16:00（30分100円）

7:30～ 8:00（10分100円）

16:00～18:30（10分100円）

7:00～ 7:30（10分100円）

18:30～19:00（10分100円）

土 曜 日 休み 8:00～17:00（勤務のある方のみ） 

休 園 日 日曜日、祝日、祭日、年末年始（12月29日～1月3日） 

休 業 日 夏休み・冬休み・春休み 有

６ 各料金について        ※一時預かり（一号認定）は土曜日や、夏冬春休み期間の一時保育です

一時預かり（1号認定） 白米代（3～5歳児） 副食費（1号認定）

1,200円（副食費含む） 一食 20円 一食200円 

７ 行事予定 

4月

5月

6月

7月

8月

入園式・進級式（保護者参加） 

春の徒歩遠足、健康診断 

子どもの日のお祝い 

花まつり 

親子バス遠足（保護者参加 3・4・5歳児） 

保護者との交流活動（5歳児 参観） 

七夕まつり（3,4,5歳児 参観） 

プール開き 

地蔵まつり（保護者参加） 

個人懇談 

10月

11月

12月

1月

2月

3月

なかよし運動会（保護者参加） 

さつま芋掘り、健康診断、秋の徒歩遠足 

クリスマス会、生活発表会（1,2, 歳児 参観）

お餅つき、どんど焼き 

節分 

生活発表会（3,4,5歳児 参観） 

ひなまつり 

お別れ遠足 

体操教室参観（3,4,5歳児 参観） 

卒園式・修了式（3,4,5歳児 保護者参加） 

毎 週 力健体操教室(2・3・4・5歳児 月4回程度) 月２回  ECC英語教室 

毎 月 園だより、給食だより、クラスだより、誕生会、身体測定、避難訓練、交通指導 
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１ 施設の名称等(令和4年 8月 1日現在)

２ 保育所入所定員・保育時間、休所日等について 

職員の状況 施設長１人 主任保育士１人 保育士２１人 調理員３人 

 教育標準認定 
（1号認定・幼稚園部） 

保育短時間認定 
（2号・3号認定・保育園部） 

保育標準時間認定 
（2号・3号認定・保育園部） 

定  員 15人 80人 

入所状況 ９人 7５人 

入所年齢 満 3歳～就学前 生後６か月～就学前 

入所条件 園の基準により選考します 就労他 

保育時間 9:00～14:00 8:00～16:00 7:30～18:30 

延長保育 「一時預かり」として 

14:00～16:00 

（前延長） 7:00～  8:00 

（後延長）16:00～19:00 

（前延長）7:00～７:３0 

（後延長）18:30～19:00 

延長・一時預かり利用料 ３０分毎に、100円 １０分毎に、１00円 

休所日 日曜・祝日・年末年始(12月 29日～1月 3日) 

休業日 

土・日・祝日 

春休み－3月26日～4月4日 

夏休み－7月21日～8月31日 

冬休み－12月23日～1月8日 

両親とも仕事等で、土曜保育を希望される方は、事前

に土曜保育申請書が必要です。また、その週の月曜日

に職員室まで土曜希望保育出席用紙で申し込んでく

ださい。 

保育時間（8:00～１７:00） 

３ 特別保育事業の内容 

障害児等保育事業 集団生活が可能な園児 

一時預かり事業 ・保育時間 ９：００～１２：００（事前申し込み必要。月～金） 

4時間未満(別途給食費250円) ４時間以上（別途給食費250円） 受入年齢 

6か月～ 

就学前 

６か月以上３歳未満児2,000円 ６か月以上３歳未満児 2,500円 

3歳以上児     1,500円 3歳以上児      2,000円 

子育て支援事業 ・子育て相談（火曜と金曜） 園庭開放（月～金） さくらんぼ広場（月１回） 

４ 給食費（完全給食 主食も提供します）（年収や子どもの人数により免除制度があります） 

給食費 1号（幼稚園部2時降園） 2号（満3歳以上） ３号（満3歳未満） 

月曜日～金曜日 ２５０円×保育日数

（おやつはありません）

５，３００円／月 

(８月も給食を提供します） 

保育料金に含まれます 

(８月も給食を提供します） 

土曜日 ２５０円×保育日数 保育料金に含まれます 

名  称 三草こども園 

住  所 加東市上三草 160番地 

設置主体 社会福祉法人あゆみ会 

電話・Fax TEL・ Fax 42-0677   

設置年月日 平成３１年４月１日 

保育教諭の愛情に抱かれて、自然の中でおおらかに育て！ 

一人ひとりを大切に子どもの心に寄り添うこども園 

のめり込める遊びで幼児の心と体は育つ！ 
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５ 年間行事                          ６ その他 

５ 年間行事                        ６ その他 

７ 一日の生活 

年齢 

時間

0・１歳児 

（３号認定） 

２歳児 

（３号認定） 

3・４・５歳児 

（１号認定・2号認定） 

7：00 

8：00 

10：00 

11：00 

12：00 

13：00 

14：00 

15：00 

16：00 

17：00 

19：00 

延長保育 

順次登園(健康観察) 

戸外遊び・室内遊び 

ふれあい遊び 

個々の興味に合わせた遊

び・散歩 

・手洗い 昼食 

午睡準備  

・絵本読み聞かせ  

午睡 

手洗い 

おやつ ミルク（牛乳） 

順次降園(健康観察) 

延長保育 

保育終了 

延長保育 

順次登園(健康観察) 

戸外遊び・室内遊び 

ふれあい遊び（おもちゃ・絵本他） 

遊び(自由・設定) 

・ごっこ遊び・砂遊び・散歩 

・ﾄｲﾚﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

・手洗い 昼食 

午睡準備 

・絵本読み聞かせ  

午睡 

おむつ交換・ﾄｲﾚﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

手洗い 

おやつ ミルク（牛乳）   

戸外遊び 

順次降園(健康観察) 

延長保育 

保育終了 

延長保育 

順次登園(健康観察) 

・遊び(自由・設定) 

１号認定児 登園 

遊びにより（同年齢・異年齢） 

・朝の会 

・戸外遊び  ・散歩 

・運動遊び  ・群れ遊び 

・リズム遊び ・製作 

昼食準備 

・手洗い 昼食 歯磨き 

午睡準備 ・絵本読み聞かせ 

午睡 ３歳児(一年通して) 

４.５歳児(必要に応じて) 

１号認定児 降園 

排泄,着がえ,手洗い 

おやつ ミルク（牛乳） 

戸外遊び 

順次降園(健康観察) 

延長保育 

保育終了 

４月 ・入園式・総会・内科検診          
５月  ・歯科検診・交通安全教室・こどもの日の集い 
６月 ・さつま芋苗植え・夕涼み保育(5歳児)・園外保育 
７月 ・七夕まつり・プール遊び 
９月  ・ふれあい敬老会(昨年度中止) 

１０月  ・運動会・秋の遠足・内科検診・ハロウィン 
・芋ほり・消防署見学 

１１月  ・玉ねぎ苗植え 
１２月 ・ちいさな音楽会・クリスマスの集い 
１月 ・こま回し大会・マラソン大会 
２月  ・豆まき・生活発表会・一日入園 
３月  ・ひなまつり・お別れ遠足・保育証書授与式 

   ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
毎月 ・英語教室・体操教室・園だより・給食だより 

・クラスだより・誕生会・室内遊具消毒(毎日) 
・遊具安全点検など 
※年数回 ・地域ふれあい歌遊び出演（昨年度中止） 
・保育参観、保育参加 

給食へのこだわり 

☆手作りのあたたかい給食とおやつを！  ☆一日一度は果物を！ 

☆野菜栽培、クッキング等で、体験を通して楽しく食べる給食を！ 

☆「おいしい給食は子どもの身体を大きくする」との思いから栄養 

バランスを考えた献立を！ 

☆健康管理 

 〇身長体重測定（月１回） 

 〇内科検診（年2回） 

 〇歯科検診(４，５歳児 年1回) 

 〇連携機関：曽野医院、 

：ミライノデンタル

クリニック 

☆安全管理体制 

 〇緊急通報装置「県警ホットラ

イン」設置 

〇非常ベル設置 

〇避難訓練（月１回） 

〇AED設置 
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１．名称等

園名
幼保連携型
認定こども園

電話

FAX

設置年月日 園長名

職員の状況

入園児状況
（2022.8現在）

２．入所定員・教育保育時間・休園日等について
　　１号認定　　　　　

保育短時間認定

定員

入園年齢

入園条件

開園時間

教育・保育時間（平日） ８：００～１６：００

教育・保育時間（土曜日）

夏休（7月21日～8月31日）
＊預り保育（利用料必要）
が利用出来ます
冬休（12月26日～1月5日）
春休（3月26日～4月5日）

休園日

定員を超えた場合の
選考方法

申込み

３．特別保育事業の内容
延長保育事業

障害児等保育事業 実施

一時預かり事業 実施　　未就園児対象（令和５年４月１日の年齢　２歳～就学前）

　利用時間
　　9:00～16:00

利用料

子育て支援事業

４．その他

土曜日

夏休、冬休、春休は預か
り保育が利用できます。

預かり保育
（１・新２号）
延長保育（２・３号）

＊乳幼児子育て応援事業　　＊おひさまルーム（未就園児の体験保育他　登録制)
＊園庭開放（毎月曜9:30～11:30）　　　＊子育て相談（予約制　随時）

・ 9:00～11:30　3歳以上児　1,000円
　　　　　　　  2歳児　　　1,200円
・11:30～13:00　500円追加（昼食含）
・13:00以降上記の金額に30分毎100円

実施　　　　（時間、料金は上記のとおり）

休業日

  7:00～ 7:30
 18:30～19:00
（10分毎100円）

10月14日～10月28日
たきの愛児園、市役所にて受付します

10月3日～10月7日（9:00～17:00）
直接たきの愛児園まで

８：３０～１３：３０

　　７：３０～１６：００
（勤務等で家庭での保育が出来ない方のみ）

休み

7:30～8:00,16:00～17:00
（10分毎50円）
7:00～7:30,17:00～19:00
（10分毎100円）

 8:00～ 8:30,13:30～16:00
（30分毎25円）
16:00～17:00
（10分毎50円）

13:30～16:00（無料）
 7:30～ 8:00,16:00～17:00
（10分毎50円）
 7:00～ 7:30,17:00～19:00
（10分毎100円）

７：３０～１８：３０

設置主体

保育標準時間認定

４８－２０９０

４８－２０９３

丸山義夫

園長　１名　　副園長　１名　　保育教諭　２２名　　調理員他　4名

１１２名

（新２号認定）

９０名

所在地　　加東市上滝野１１７０番地

特になし（途中で就労した場合新２号に変更可）

　市役所にて決定

　優先順位
　１．在園児
　２．抽選（各年齢の人数により）
　　　原則として途中で２号認定に
　　変更しない児童優先

８か月～就学前

教育標準認定

満３歳～就学前

１５名

就労・他

社会福祉法人　天理滝野愛児園

昭和17年9月21日

たきの愛児園

日曜・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

７：００～１９：００

２号　３号認定

給食
食材の味を生かした薄味で栄養バランスのとれた献立です。
全園児 主食(炊きたてのご飯)、副食を園で提供しています。
離乳食対応します。

＊アレルギー除去食（入園申し込前要相談）・・新入園児は除去食対応
ができない可能性（お弁当持参依頼）があります。

１号・新２号・２号認定は主食費、副食費（おやつ代）が必要です。
主食費２０円 副食費２００円 牛乳おやつ代５０円

（月単位で給食費をいただきます。）

健康管理
内科検診（年２回）

連携機関 田渕医院

安全管理体制
非常災害避難訓練（月１回以上）AED設置
緊急通報装置「県警ホットライン」
自動火災通報装置設置 ALSOK契約

たきの愛児園
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５．教育・保育の目標 方針 と 特色 

６．園の様子 

７．行事等  

☆「心豊かな子ども 遊びを楽しむ子ども 友達と共に育つ子ども 丈夫で元気な子ども 最後までやり
抜く力を持つ子ども」  
☆子ども達を意志と感情を持った一人の人間として尊重し、大切に育てます。 
☆子ども達は「あそび」の中から学びます。子ども達が自由で主体的な遊びができ、様々な経験を重ね、生
きる力を培う事ができるよう、環境を整備し、子ども達とのかかわりを大切にしています。 
★０．１．２歳児は育児担当制により保護者の方と同じ目線、気持ちでスキンシップを大切に、家庭的な雰
囲気で安心して一日を過ごせるよう環境設定をしています。 
★３歳以上児は幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づいて教育・保育を行います。 
 運動遊び、英語で遊ぼう、サッカー教室など外部講師と共に楽しんでいます。 
★園庭で四季を通じ野菜を育てています。種まきから収穫、そして収穫した野菜を使ったクッキングなど
を経験します。 
★園庭には果実の実る木(みかん、キーウィなど)を植えています。又、運動場のフィールド部分が芝生です。 
大きな築山やボルダリングがあります。 

★給食は食材の味を生かした薄味で栄養バランスのとれた献立です。園の畑の野菜や果実を給食やおやつ
に使用しています。野菜の栽培やクッキング等の活動を通して食べることを楽しんでいます。

４月 始業、入園式 交通安全教室 内科検診 
５月 親子バス遠足  遠足 
６月  ５歳児保育参観 
７月 七夕 夏まつり プール開き 
８月 ５歳児夏のつどい  
９月 4 歳児保育参観 
１０月 あいじえんフェスタ 遠足 内科検診 ３歳児保育参観 
１１月 五峰山登山 ５歳児保育参観 
１２月 クリスマス 1.2 歳児保育参観 
 １月 お正月 
 ２月 ハッピーステージ  
 ３月 お別れ会 お別れ遠足 終了、卒園式 

＊毎月 
誕生会 避難訓練 

運動遊び(２歳以上児) 
英語で遊ぼう サッカー教室 

(４，５歳児) 
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創立年月日　  

　　教育・保育環境を整えたくさんの経験を通して 所在地　        加東市北野２３５－１

　　自信と意欲をもって未来を生きる力を育てる。 　 設置主体　　　 社会福祉法人　加茂福祉会

施設長　　　　　 椎名ますみ

　　家庭的であたたかい雰囲気の中で、一人ひとりの 電話・ＦＡＸ　 ０７９５－４８－５０００

　　子どもの個性を大切にしながら保育を行う。 ホームページ　 https://www.kamo-kodomo.ed.jp/

１　　定員・保育時間・休園日等について

３　　その他

 3歳未満児　：完全給食（主食・副食）　 　正門オートロック   身長体重測定（月１回）

 0歳児は月年齢に応じて離乳食対応   　緊急通報装置「県警ホットライン」設置   内科健康診断　全園児（年２回）

 3歳以上児　：副食のみ（主食は弁当持参） 　非常災害避難訓練(毎月)・防犯カメラ設置　  歯科検診（年１回３～５歳児）

 アレルギー除去食対応 　ＡＥＤ設置・一斉安心・安全メール配信  《連携機関：田渕医院・本荘歯科》　

※お弁当の持参をお願いする場合があります 　警備保障加入・遊具安全点検（年２回）   冷暖房完備・未満児室床暖房

 週2回、調理師による手作りおやつ提供 　消防用設備等点検（年２回）   各保育室空気清浄機完備

 園のプランターで野菜を育て、給食や 　午睡チェックセンサー（０・１歳児）   火災報知装置完備　

 クッキング・野菜栽培等の体験を通し楽しく 　次亜塩素酸除菌脱臭完備

　食べる子どもを育てます。 　電解水生成装置を完備（調理室）

　　一人ひとりを見つめ、健やかな心身の成長を願い

     　【方　針】

　　　(令和４年８月１日現在）

加茂こども園

　　   【理　念】

昭和28年4月1日

入園年齢 ３歳～就学前 生後８ヶ月～就学前

入園資格 特になし 就労・他

教育標準認定
（1号認定・幼稚園部）

保育短時間認定
（２号・３号認定・保育園部）

保育標準時間認定
（２号・３号認定・保育園部）

定　　　員 １５人(現員１３人） ８５人（現員９７人）

保育時間 ９：００～１４：００ ８：００～１６：００ ７：３０～１８：３０

延長保育
一時預かりとして

8：００～9：００　　１４：００～１６：００
（前延長）　　７：００～８：００
（後延長）　１６：００～１９：００

（前延長）　  ７：００～７：３０
（後延長）　１８：３０～１９：００

土曜日１食２５０円×利用日数  主食は各家庭より持参

土曜日 休み ８：００～１６：００（勤務のある方のみ） ８：００～１７：００（勤務のある方のみ）

休園日 土曜日・日曜日・祝日 日曜日・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）

延長利用料 ３０分毎１００円 １０分毎１００円

給食費
1食　２５０円　×　教育日数 ３歳以上　1食250円×保育日数（副食200円＋おやつ50円）※(土曜を除く）

（副食200円＋おやつ50円）

              ＊１号認定･･･定員の超過の場合、園で定める基準により選考します。受付は当園で行います。

２ 特別保育事業

延長保育事業 実施　（時間・料金は、上記のとおり）

障害児等保育事業 集団保育が可能な児童

休業日

 春休み 　 3月26日～4月 5日

 夏休み　　7月21日～8月31日

 冬休み　 12月26日～1月 5日

利用時間・利用料 3歳未満児 3歳以上児

９:００～１３：００ 2,000円 1,500円

地域子育て支援事業

子育て相談 子どもの成長や発達に関することなどの悩み相談を随時受け付けています。

かもクラブ
登録制

・園庭開放・親子体操教室・絵本の読み聞かせ・フラワーアレンジメント・なかよしタイム
・ベビーマッサージ　　　　☆毎週水曜日(１０時～１２時）

世代間交流 施設訪問　（４・５歳児が施設を訪問しています。）

一時預かり事業

平日(月～金)９：００～１６：００
＊対象（R5.4.1の年齢　1歳～就学前）

９:００～１６：００ 2,500円 2,000円

※9:00以前、16:00以降、追加延長料金が必要です。1０分毎１00円増

　　　　　給食　　　　　　 　　安全管理体制　　　 　　　健康管理　　　　

　　　　　　　～みんなちがって みんないい  やさしさいっぱい たすけあい～
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４　　主な年間行事予定 　５　　一日の生活

  ４月

  ５月

  ７月

  ８月

  ９月

1月 　　午　睡

和太鼓指導(５歳児）・英語教室(５歳児）

入園式・保護者会総会・懇談会＆参観日・施設訪問

時　間

3号認定
（保育園部）

１号認定（幼稚園部）
２号認定（保育園部）

内科検診・影絵鑑賞 0歳児・１歳児・2歳児 ３歳児・４歳児・５歳児

七夕まつり・プールあそび・個別懇談 ９：００ 幼稚園部登園

プール

  ６月
歯科検診・保育参観日（４、５歳児） ７：００ 延長保育 延長保育

保護者講演会・さつま芋苗さし ８：００ 順次登園（健康観察） 順次登園（健康観察）

施設訪問・施設見学　（４、５歳児） おやつ・牛乳 戸外遊び・室内机上遊び

10月

うんどうかい・遠足・保育参加日（2・3歳児） おむつ交換 　散歩・園外保育・砂遊び・運動遊び

さつまいも掘り・内科検診・家族の日
親子遠足（5歳児） １０：００ トイレトレーニング リズム遊び・群れ遊び

11月
山登り（五峰山）・幼年消防・お店ごっこ 戸外遊び・室内遊び 製作・絵本・設定保育　

保育参加日（0・1歳児） ごっこ遊び・うた・リズム遊び 　　　手洗い

12月 クリスマス会・音楽会
給　食 　　給食・うがい

昔遊び交流会(5歳児） 絵本読み聞かせ・手遊び 絵本読み聞かせ・手遊び

伝の助カルタ大会・凧あげ・餅つき １２：００ 　　午睡：3歳児（4月～１２月）

2月
生活発表会・マラソン・節分豆まき 4歳児（7月～9月）5歳児（7月～8月）

新入園児入園説明会 おむつ交換 おやつ・牛乳(幼稚園部）

3月
お別れ遠足・おたのしみ給食 １４：００ トイレトレーニング 幼稚園部降園（午睡なし）

親子奉仕作業・卒園式 １５：００ おやつ・牛乳 おやつ・牛乳

非常災害避難訓練　子育て相談（随時） 延長保育 延長保育

定期

★外部講師による指導 １９：００ 保育終了 保育終了

体操教室(２歳以上児）  サッカー教室(４、５歳児）

毎月

園だより　給食だより　クラスだより　誕生会 室内・机上遊び 室内・机上遊び

身体測定　遊具等安全点検　クッキング １６：００ 順次降園（健康観察） 順次降園（健康観察）

　　　　　　　　★年齢により、午睡の時間は前後します。
　　　　　　　　★おむつ交換、排泄、着替えは随時行います。
　　　　　　　　★放課後事業　体操教室　有　（４，５歳在園児希望者のみ）

年 齢

　・　心身ともにたくましく遊ぶ子ども（思考・認識）

　・　自分の思いがはっきりと言える子ども（自主・自立）

　・　思いやりのあるやさしい子ども（情緒）

　・　気づく・考える・実行する子ども（思考・認識）

　・　友達遊びが楽しくできる子ども（協調）

                 　 教育　・　保育目標           　　    　　
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名 　 称
設置主体
施設長名
職員の状況

３.　特別保育事業

         実施時間　　月 ～ 金曜日　　午前９時00分 ～ 午後４時00分

保育時間 ３ 歳未満児 ３歳以上児  ※給食・おやつ代を含む

9時～13時 ２０００円 １５００円  ※午前９時以前、午後４時以降は

9時～16時 ２５００円 ２０００円 　 延長保育となり別途料金加算

　　　地域子育て支援事業
○園庭開放 （毎週月・金曜日　午前９時３０分～午後１時３０分 未就園児の親子に開放します。）
○子育て相談　（随時受け付けております。）○未就園児親子体操　・　親子リズム　（各年１２回予定 ）
○絵本の読み聞かせ会　（年５～６回予定 ） ○手作り工作教室

○夏祭り、運動会、クリスマス会等、園の行事に参加

４.　その他

 (令和4年8月１日現在）

入所年齢 満３歳～就学前 8か月～就学前まで

２.　入所定員・保育時間、休所日等について

小林　緑 設置年月日 昭和28年10月1日

選考方法
園で決定

 市役所にて決定
※定員超過の場合は園の基準により選考

 春休み　3月26日～4月5日
※預かり保育あり（有料）

休業日

 夏休み　7月26日～8月15日　

土 曜 日 休み 8：00～16：00（勤務のある方のみ） 8：00～17：00（勤務のある方のみ）

 冬休み　12月26日～1月5日

休 所 日 日曜・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）

給食費 月額4,000円  月額4,500円　　土曜保育利用は1回につき225円

延長利用料金
30分毎に100円

16：00以降は10分毎に100円
10分毎に100円

預かり保育（1号） 8：00～9：00
14：00～16：00
16：00～19：00

7:00～8：00
16：00～19：00

7:00～7：30
18：30～19：00延長保育（2・3号）

教育・保育時間 9:00～14：00 8：00～16：00 7：30～18：30
入所資格 特になし 就労・他

定　　員 10人（現員：１１人） 70人（現員：85人）

教育標準認定
（1号認定）

保育短時間認定
（2号・3号認定）

保育標準時間認定
（2号・3号認定）

　　　一時保育事業……………有り （事前に申し込み、園長の承認が必要）

　　　障害児保育事業…………有り （集団保育ができる児童）

１.　名称等

施設長 １人　・ 保育教諭（臨職含む） 17人　・　栄養士及び調理員 2人

河高こども園 所　在　地 加東市河高2116
社会福祉法人 河高福祉会 電話 ・ FAX TEL ４８－２３９８　FAX ４８－２４１１

みんなの毎日が楽しくなる

・３歳未満児は完全給食 ・ 0歳児の離乳食対応
・アレルギー除去食対応（お弁当をお願いする事もあります。）
・国産素材を中心に、栄養士によるバランスの摂れた献立を
自園調理し、出来たての給食を提供。
・週2 3日、手作りおやつを提供。
・クッキング保育実施
・野菜やお米を自分たちで育て、食べる事を楽しんでいます。

★給食★ ★安全管理体制★
・緊急通報装置「県警ホットライン」設置
・火災通報装置設置 ・避難訓練（毎月）
・ IＰ無線機導入
・防犯カメラ・モニター設置
・ ALSOK警備契約
・ AED設置 ・午睡チェックセンサー（０歳児）
・次亜塩素酸空間除菌脱臭機全室完備

★健康管理★ ・身体計測（毎月） ・内科検診（年2回） ・ 1回）
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7:00

7:30

9:00
9:30

　〇運動遊び(かけっこ・体操）

　〇絵本・手遊び・歌

　〇見立て遊び

　〇戸外遊び 　〇製作・お絵描き

　〇お散歩 　〇園外保育

11:30

14:00
14:30
15:00
16:00
18:30
19:00

順次降園 順次降園
延長保育 延長保育
保育終了 保育終了

              幼稚園部降園
おむつ交換・排泄   （幼稚園延長）

おやつ おやつ

３・４・５歳児

おむつ交換・排泄 給　食
午睡 室内遊び

給　食 　〇季節の遊び

　〇読み・書き・数

ふれあい遊び

幼稚園部登園

　〇リズム遊び(楽器・歌）

おむつ交換・排泄 各クラスで活動

自由遊び 戸外遊び

延長保育 延長保育

順次登園・健康観察 順次登園・健康観察

０・１・２歳児 時　間

５.　教育・保育の方針と目標

学ぶ力 心の力体の力

４月
入園、進級式
保護者会総会
保育参観
内科検診

５月
こどもの日の集い
親子ﾊﾞｽ遠足
交通安全教室

６月
オープン参観

サツマイモ苗植え

７月・８月
七夕の集い
夏まつり
プール遊び

９月・10月・11月
運動会
秋の遠足
内科検診
いも堀り

12月・１月
オープン参観

クリスマス会

２月
節分の集い
発表会

３月
ひなまつり
お別れ遠足
お別れ会
卒園式

一年間、楽しいことがいっぱいまってるよ♪

方 針 
一人一人の子どもを大切に育て、
心豊かな子どもの育成を目指します。

遊びを通して基本生活習慣を身に付け、
自然の中で、思考力を養います。

※その他
・毎月‥‥誕生会 ・身体測定
・専任講師による指導‥‥体操 ・音楽・

英語・サッカー

自ら問題を
解決していく力

なんにでも
挑戦できる体力

くじけない力
思いやる心

目 標 

〇友達と協力して仲よく遊ぶ子

〇思いやりのあるやさしい子

〇がまんづよくたくましい子

幼児期に大切な３つの力を育てます
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１ 名称等                                   令和 4年8月1日現在 

名 称 認定こども園 高岡育児園 所 在 地 兵庫県加東市高岡912－2 

設 置 主 体 社会福祉法人 高岡育児園 TEL・FAX TEL 0795-48-2624・FAX 38-7200 

園 長 名 浜口 大介 

ホームページ 
ブログ 

[よい子ネット]
設置年月日 昭和27年5月22日 

Ｅ メ ー ル ikujien@gaia.eonet.ne.jp 

２ 入所定員・保育時間等

教育標準認定 

（１号認定） 

保育短時間認定 

（２号・３号認定） 

保育標準時間認定 

（２号・３号認定） 

定員（入所状況） １５人（９人） ６０人（7８人） 

選 考 方 法 定員超過の場合は園の基準により選考 市役所にて決定 

入 所 年 齢 満３歳児以上～就学前 6か月～就学前 

教育保育

時 間 

平 日 9：00～14：00 7：00～19：00 

土曜日 休み 8：00～17：00 ＊勤務のある方のみ

延長保育利用料金

(平日のみ) 

14：00～16：00 
 7：00～ 8：00  

18：00～19：00 
16：00～18：00  

30分毎に１００円 10分毎に1００円 10分毎に1００円 

休 所 日 

土曜日、日曜日、祝日、 

春休み、夏休み、冬休み  

＊夏休みは登園日・一時預かりあり

日曜日、祝日 

年末年始（12月29日～1月3日） 

給 食 費 ２００円×保育日数 
＊2号認定児のみ  

225円（副食200円＋おやつ25円）×保育日数 

職 員 の 状 況 園長１名   保育教諭１6名   調理員3名   事務員・その他6名 

３ 特別保育事業の内容

延 長 保 育 事 業 実  施 （時間・利用料は上記のとおり） 

障 害 児 等 保 育 事 業 あ  り 

一 時 預 か り 事 業 

実施時間  月～金曜日 午前９時～午後４時 ＊時間は相談可 

【利用料】 9：00～13：00 ３歳児以上     １，５００円 

1歳児～３歳児未満 ２，０００円 

9：00～16：00 ３歳児以上     ２，０００円 

1歳児～３歳児未満 ２，５００円 

地域子育て支援事業 

園 庭 開 放：毎週火曜日（９：00～１１：00頃） 

仲良しデー：未就園児親子交流の場 月１回程度（登録制） 

子育て支援：子育て相談 お気軽にご相談ください（予約制 随時） 

４ 各種運営・管理

認定こども園

子どもはキラキラ輝く星、宝物。それを抱く藤色と桜色の手は、開園当初か

らみんなを見守ってきた藤棚と桜の木を象徴しています。お母さんが子どもを

やさしく抱きしめる姿が、高岡育児園のロゴマークになっています。 

◇緊急通報装置「県警ホットライン」設置  

◇火災通報装置設置    ◇ＡＥＤ設置  

◇防犯カメラ・モニター設置   

◇各種避難訓練（月１回実施） 

◇防火設備点検（年２回）   

◇遊具等安全点検（職員月１回・業者年２回）

３歳児未満は完全給食（主食、副食、牛乳など） 

 ＊０歳児は、発達段階に応じた離乳食対応 

 ＊３歳児以上は副食のみ（牛乳、間食あり） 

 新しい献立や手づくりおやつも取り入れ、

厳選した食材を使用し、園の畑で収穫した

野菜も活用します。

◇身体計測 月1回 

◇内科検診 年2回 

◇歯科検診 年1回 

(2～５歳児)

給 食 安全管理 健康管理 
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５ 高岡育児園の教育・保育 

【主な行事・活動 】 

４月 

５月 

６月 

７月 

９月 

入園式･内科検診 

交通安全教室･歯科検診･ 

参観日 

さつまいも苗植え 

サッカー教室・七夕アワー 

星まつり･プール開き 

ベビーマッサージ（年3回） 

いもほり 

１０月 

１１月 

１２月 

１月 

２月 

３月 

運動会･内科検診･ふかしいも大会･秋の遠足･ 

親子遠足･ハロウィン  

サッカー教室･消防署見学 

参観日･もちつき･サンタ列車･クリスマス会 

お正月遊び･伝の助カルタ大会 

節分･生活発表会 

ひなまつり会･お別れ遠足･お別れ会･卒園式 

※ 習字、英語、体操、音楽などの各教室や 

園外保育などを通して、年齢に応じた 

体験をしています。 

※ 誕生会は毎月開催しています。  

【一日の様子】 

0・１・２歳児 

（もも・すみれ組） 
時 間 

３・４・５歳児 

（ゆり・ひまわり・さくら組） 

◇順次登園 健康観察 

◇ふれあい遊び 

 手遊び、わらべ歌、 

絵本の読み聞かせ等 

◇おやつ  

◇室内遊び・戸外遊び・散歩等 

◇トイレトレーニング 

◇昼食 

◇午睡 

◇おやつ 

◇健康観察 順次降園 

◇延長保育 

◇保育終了 

７：００ 

８：００ 

９：３０ 

１０：０0 

１１：３０  

１２：００  

１３：００  

１４：００  

１５：００  

１６：００  

１８：００  

１９：００ 

◇順次登園 健康観察 

◇好きな遊び  

ブロック、積み木、ままごと等 

◇室内遊び・戸外遊び 

 製作、運動遊び、砂場遊び等 

◇朝の会 

◇保育・教育計画に沿った活動 

 表現、異年齢活動、飼育・栽培、リトミック、 

絵本の読み聞かせ、スピーチ、話し合い等 

◇昼食 

◇午睡  4・5歳児は夏のみ 

◇幼稚園部 降園(午睡なし) 

◇おやつ 

◇健康観察 順次降園 

◇延長保育 

◇保育終了 

◇安全で心安らぐ環境を整える。 

◇生活習慣や社会ルールの基礎を身につけ、友だちと仲よく生活する態度を養う。 

◇主体的・協同的に活動し、ともに伸びようとする心を育てる。 

◇地域や保護者及び職員間の連携を密にし、安全で豊かな教育・保育を実現させる。 

◇園内外の研修に積極的に取り組み、園全体の教育・保育力を向上させる。

〈星っ子タイム〉 〈習字教室〉 〈星っ子チャンレンジ〉 

ありがとうのいえる子に 

思いやりのある子に 

豊かな夢を持てる子に

みんなの中で 

自分を生かす力を育てる 

【方  針】 

【教育・保育目標】 

【保 育 理 念】 

貸出絵本 
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◆自己肯定感を持つ・・・認められていることを感じる 

◆自分で考え、選び、行動する・・・遊びの充実 

◆他者との関係の中で、思いやり、助け合う心を育む 

◆今(瞬間)を生きる・・・その時々の気持ちに素直になる 

～ いっぱい遊んで いっぱい感じて ～                    感性を育む 

「自分を生きる子どもに」    

１ 園の名称等 (令和４年8月1日現在)                            

   名 称 ： 東条こども園                        

   所在地 ： 加東市掎鹿谷263-1                   

   設置主体： 社会福祉法人東条福祉会(設置年月日：昭和26年 4月1日)   

   施設長 ： 橋本 恭子 

   電 話 ： 0795－47－1601 (FAX同じ) 

   職員状況： 園長1名・主幹保育教諭1名 

保育教諭19名(パート職員含む)・保育補助員7名(延長保育職員等) 

２ 入所定員・保育時間・休園日等について  

教育標準認定(幼稚園部) 

★１号認定 

保育短時間認定(保育園部) 

★２号・３号認定 

保育標準時間認定(保育園部) 

★２号・３号認定 

定 員 15名 (現員：20名) 85名 (現員：77名) 

入所年齢 満３歳～就学前 ６ヶ月～就学前 

入所条件 特になし 就労・その他 

時 間 
9:00～14:00 8:00～16:00 

7:00～18:00 

※通常の保育時間は８:００～１６:００ 

預かり保育 

延長保育 

8:00～9:00 

14:00～16:00 

※別途、利用料加算(３０分 100円) 

7:00～8:00 

16:00～19:00 

※別途、利用料加算(10分 100円) 

18:00～19:00 

※別途、利用料加算(10分 100円) 

土曜日 休み 8:00～17:00(勤務等で家庭保育ができない方のみ) 

休所日 日曜日・祝祭日・年末年始(１２月２９日～１月３日) 

休業日 <１号認定のみ> 土曜日・夏休み・冬休み・春休み 

給食費 

(完全給食) 

〈1号認定〉月額5,000円 ※おやつを食べる場合、1回につき50円追加 

〈2号認定〉月額6,000円 ※土曜保育を利用する場合、1回につき250円追加 

選考方法 〈1号認定〉園で決定 ※定員超過の場合は園の規定により選考(抽選等) 〈２・３号認定〉市役所で決定 

３ 特別保育事業の内容 

障害児等保育事業 あり ※集団保育が可能な児童 

一時預かり事業 あり (月～金曜日) ※予約制  詳細は園へお問い合わせください。 

<3歳以上児> 1日2,300円(9：00～16：00) <8 か月～2歳児> 1日 2,600円(9：00～16：00) 

全年齢 ★半日料金設定あり ★時間外は別途、延長料金加算  ※上記金額は給食費込み 

地域活動事業 世代間交流・地域における異年齢児交流 

子育て支援事業 
・園庭開放：毎週金曜日の午前中 ・子育て相談：随時 

・すくすくひろば(未就園児親子対象)：月 2回 ・外部講師による子育て講演会 
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４ 教育・保育について 

★ 『遊び』によせる想い

遊びとは、自由で主体的で創造的な活動です。「自由に遊ぶ」ということは「自分で考えて行動する」という

ことです。自分で考えて行動する経験が多いほど、子どもは自立していきます。 

 「ひとりで遊ぶ」ことから、自分自身と向き合い内面が育ち、「友だちと遊ぶ」ことから、人との関わりを学び社

会性が育ちます。また、考える力・判断する力・豊かな感性と表現・協同性・生命を尊重する心、など『生きる

力』の基礎を育みます。遊びを通してさまざまな経験ができるように、おもしろい！やってみたい！であふれる

魅力的な毎日になるように願いを込めています。 

★ 『保育環境』によせる想い 

  自然・人(保育者や友だち)・物(遊具やおもちゃ)という保育環境は、子どもが毎日関わる大切なもので、 

発達や遊びと深い関係があります。 

＜自然＞園外・園内の豊かな自然に触れ、様ざまな自然体験や小動物との関わりを通して心を豊かにします。 

＜人＞ 一人ひとりを大切に、発達や興味を理解し、丁寧に関わっています。(0，1，2歳児は少人数の育児担当制) 

＜物＞ 保育者が子どもの発達や育てたいものを配慮し、園庭・保育室などの園内環境、想いを込めて選んだ遊

具やおもちゃをそろえています。 

 自然や小動物とも仲よし(園庭にて)  触れる・感じる・考える・試す・協力する・達成感を感じる… 

遊びには、ドキドキ ワクワク♪おもしろい！がいっぱい

年間行事予定 ※都合により変更することがあります 

５ その他                   (その他：誕生会・リズム遊び・体操教室・英語であそぼう)

【給 食】完全給食(主食・副食の提供)     4 月 入園式、内科検診 

＊国産の食材を使用した           5 月 保育参加・保護者会総会 

栄養バランスのとれた献立         6 月 個人懇談、歯科検診 

＊一人ひとりの状態に合わせた        7 月 納涼祭り、交流遠足(5歳児)、祖父母参加 

アレルギー食、離乳食           9 月 祖父母参加、親子バス遠足 

【健康管理】               10月 運動会、内科検診、デイキャンプ(5歳児) 

＊身体計測(毎月)             11月 保育参加ウィーク(保護者の保育参加) 

＊内科検診(年 2回)：神医院        12 月 リズムの会、0・1・2歳児発表会 

＊歯科検診(年 1回)：藤原歯科クリニック      祖父母参加、クリスマス会 

【安全管理】                1 月 引渡し訓練 

＊県警ホットライン ＊AED設置      2 月 豆まき、3・4・5歳児発表会 

＊防犯カメラ設置 ＊避難訓練(毎月)     3 月 入園説明会、お別れ遠足、卒園式、一日入園 

★6月～12月 こども園オープン(随時) 
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～元気で伸びよう～

楽しいがいっぱい いつだってなにかに夢中   姉妹園:さくら保育園 

1 名称等（令和４年８月1日現在）

2 入所定員・保育時間・休園日等について 

 教育標準認定 

（1号認定） 

保育短時間認定 

（2号・3号認定） 

保育標準時間認定 

（2号・3号認定） 

定  員 6 名（現員：５名） 50名（現員：53名） 

入所年齢 満 3歳～就学前 6か月～就学前 

入所条件 特になし 就労・その他 

教育・保育時間 9:00～14:00 8:00～16:00 7:30～18:30 

預かり保育（1号） 

延長保育（2号・3号） 

8:00～9:00 

14:00～16:00 

7:00～8:00 

16:00～19:00 

7:00～7:30 

18:30～19:00 

利用料 30分毎に100円 10分毎に100円 

土曜日 休み 
8:00～16:00延長保育あり 7:30～18:30延長保育あり 

＊勤務のある方のみ 

休園日 
土曜日、日曜日、祝日 

夏休み、冬休み、春休み 
日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日） 

給食費 

（完全給食） 

（1号認定）月額5,000円 ※おやつを食べる場合、1回につき50円追加 

（2号認定）月額6,000円 ※土曜日保育を利用する場合、1回につき250円追加 

選考方法 （1号認定）園の基準により園で決定 （2号・3号認定）市役所で決定 

3 特別保育事業の内容   

事 業 名 内 容 （時間、料金など）

延長保育事業 実施 月曜日～土曜日 （時間、料金は上記の通り） 

障害児等保育事業 集団保育が可能な児童

一時預かり事業 

月曜日～金曜日 利用時間 9：00～16：00  前後の延長 １時間ごとに300円 

利用料 ３歳以上児        2,000円／１日 4時間以内は1,500円 

    ３歳未満児（6ヶ月から） 2,500円／１日 4時間以内は2,000円 

休日保育事業 さくら保育園で実施しています。休日、祝日家庭で保育できない方は申し込んで下さい。 

地域活動事業 世代間交流・地域における異年齢交流           

子育て支援事業 
園庭開放（毎週火曜日午前中） 子育て相談（随時）  

子育てさろん（未就園児の親子） 絵本、製作、ミュージックケア、ヨガ、園行事参加 

4 その他 

☆給  食   自園調理をしています。園児の健康、栄養価のバランスに十分配慮した２園統一献立で、週2回

は手作りおやつです。個々に応じてアレルギー食対応をします。 

全園児・・・完全給食（主食、副食、牛乳、おやつ） ＊0歳児は離乳食対応をします。 

名  称 秋津こども園 保育所型認定こども園

設置主体 社会福祉法人東条保育福祉会 

設置年月日 昭和２７年４月１日 

施設長名 戸田 潔子 

職  員 施設長1名、保育教諭（非常勤含）１４名 

栄養士・調理員各１名 

住  所 加東市秋津９４０－４ 

TEL（0795）47-0745・FAX（0795）47-0867 ＊新園舎が令和３年 1２ 月に完成しました！

秋 津 こ ど も 園
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《教育・保育目標》 

「こころ豊かに主体的に行動する子どもの育成」 

  ～自ら遊び、気づき、考える力を育てる～ 

☆健康管理   身体計測（月１回） 内科医による健康診断（年2回） 歯科医による健康診断（年1回） 

        連携機関：神医院 ・ 磯貝歯科医院 

☆安全管理体制 緊急通報装置「県警ホットライン」設置・防犯カメラ設置・AED設置・避難訓練（月1回） 

５ 教育・保育方針等 

６ 主な年間行事 

月 内     容 月 内     容 

4 月 入園式 親子バス旅行（２園合同） 

内科医による健康診断  

10月 運動会（2園合同）秋の遠足（2園合同）  

内科医による健康診断 

5月 芋の苗植え（4、5歳児） 11月 親子活動  

６月 保育参観 交通安全教室 なかよしキャン

プ（２園合同）歯科医による健康診断 

12月 クリスマス会 

7月 七夕アワー 七夕祭り 夏祭り 1月 人形劇観劇  

8 月 水遊び プール遊び 2月 豆まき 生活発表会 1日入学 

 ９月 芋ほり（４、５歳児）  3 月 1日入園 お別れ遠足（２園合同） 卒園式 

 ☆その他 誕生会、音楽あそび、体育教室、英語レッスン、わくわくタイム（異年齢交流） 

７ 保育所の一日の様子 

時  間 0 歳児 1・2歳児 3・4・５歳児 

7：00 

8：00 

10：00 

11：30 

14：00 

15：00 

16：00 

19：00 

延長保育 

順次登園、健康観察 

玩具遊び 

おむつ交換 

おやつ 

手遊び、ふれあい遊び 

昼食 

おむつ交換、午睡  

おやつ 

絵本、玩具遊び 

室内遊び 

健康観察、順次降園 

延長保育 

保育終了 

延長保育 

順次登園、健康観察 

ごっこ遊び、ブロック遊び 

排泄、トイレトレーニング 

おやつ 

室内遊び、戸外遊び 

昼食（手洗い、消毒） 

排泄、午睡 

おやつ 

絵本、紙芝居 

戸外遊び 

健康観察、順次降園 

延長保育 

保育終了 

延長保育 

順次登園、健康観察 

好きな遊び、友だちとの遊び 

（室内遊び、戸外遊び） 

クラスのみんなでする遊び 

＊  年齢毎に心身の発達や興味に応じて、

造形活動、音楽リズム、運動遊び等 

昼食（手洗い、消毒） 

＊ 午睡は年齢や季節により調整します 

幼稚園部降園（午睡なし） 

おやつ 

絵本、紙芝居 

戸外遊び 

健康観察、順次降園 

延長保育

保育終了 

《めざす園児像》 

☆自分のことは自分でできる子 

☆明るくのびのびと遊ぶ子 

☆友だちと仲良く元気に遊ぶ子 

☆いろいろな事に興味を持ちよく考える子 

☆やさしく思いやりのある子 

《めざす保育》 

☆健康でたくましい体を育む保育 

☆共同的な遊びの中で、自主的、主体的に活動する態度を育む保育 

☆いろいろな経験を通して協調性や社会性を育む保育 

☆心を動かす体験を通して豊かな感性と思いやりの心を育む保育 
☆園や地域で多様な経験を積み重ね、愛着を育む保育 
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１　施設の名称等

2　 入所定員・時間・休所日等について

定　 　員

入所状況

入所年齢

入所条件

時　　間

給 食 費
休 所 日  年末年始（12月29日～1月3日）

 土曜日・日曜日・祝日

 春休み （3月26日～4月4日）

３　特別保育事業の内容

　延長保育事業 　実施（時間・料金は上記のとおり）

　障害児等保育事業 　集団保育が可能な児童

　一時預かり事業 （時間） 　9:00～16:00

　　６か月未満児

　　６か月～３歳未満児

　　３歳以上児

　園庭開放    水曜日（9:00～11:00）

　子育て相談（面接・電話）　週3回

４　その他

＊給　食＊   ＊安全管理体制＊ ＊健康管理＊
　　　加東健康福祉事務所の栄養士の　　　　　　 身体計測（月１回）
　　指導をうけ、献立作成をしています。 内科検診（年２回）
　　           　　　　 　　    歯科検診（年１回）
　・３歳未満児（完全給食）　　　 　　４・５歳児のみ
　　　０歳児の給食には離乳食を含みます。 【連携機関】
　・３歳以上児（副食のみ）    　  　森下クリニック
　・アレルギー除去食対応　　　  　小野歯科医院
　・加東市産の有機野菜、 　加東市民病院
　   もち麦等を取り入れています。 　ヤシロ薬局

設 置 主 体 加東市 電 話・FAX  ℡42-4150　fax42-1527

設置年月日 平成31年4月1日 mirai-kd@city.kato.lg.jpﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

加東みらいこども園
                       令和４年8月1日現在

名         称 加東みらいこども園 所    在    地 加東市山国2001番地１

職 員 配 置 施設長 1名　 副園長 1名　 主幹保育教諭 1名　保育教諭 39名　 調理員 5名

55人 195人

満３歳～就学前 生後３か月～就学前

教育標準認定 保育短時間認定 保育標準時間認定
（１号認定） （２号・３号認定） （２号・３号認定）

31人 204人

 　（利用料金） 年齢

 　（対象児童） 　加東市内に住所があるか加東市に一時滞在している
　生後3か月～就学前のお子さん　（事前登録必要）

 14:00～16:00 （後延長）16:00～19:30 （後延長）18:30～19:30

４時間未満 ４時間以上

1食180円×教育日数 月額4,500円

休 業 日
 夏休み （7月21日～8月31日）

 冬休み （12月21日～1月8日）

「一時預かり」として （前延長） 7:00 ～ 8:00
延長保育
(利用料）

   ※1号認定［新規］が定員を超えた場合は抽選により決定いたします。
   ※土曜保育については、公立3園合同で加東みらいこども園で行います。

30分ごとに100円 10分ごとに100円

（前延長） 7:00～ 7:30

年末年始（12月29日～1月3日）

2,500円 3,000円

2,000円 2,500円

1,500円 2,000円

　地域子育て支援事業

 子育て支援室『く･ね･あ』    登録制（園にて登録受付）

　世代間交流    随時

なし 　就労他

9:00～14:00 8:00～16:00 7:30～18:30

令和５年度

・緊急通報装置

「県警ホットライン」設置

・警備保障契約

・防犯カメラ設置

・AED設置

・非常災害避難訓練（月1回）
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５　教育方針等

　　　　　心身共にたくましい人間力の基礎作り

6   主な年間行事

4月 　入園・進級式・保護者会総会・内科検診 10月 　消防署見学・ハロウィン
5月 　子どもの日のお祝い 11月 　保育参観（３・４・５歳児）・人形劇観劇
6月 　おん★かつ 　エコロコしぜんたいけん（５歳児）

　歯科検診（４・５歳児）・プール開き 12月 　音楽会・マラソン大会・陶芸体験（５歳児）
　夕暮れキャンプ（５歳児） 1月 　初詣

7月 　たなばた会（園児のみ） 2月
　川あそび（４・５歳児） 3月

10月 　運動会・秋の遠足・内科検診 　修了証書授与式

毎月 　身体計測・誕生会・非常災害避難訓練・室内遊具消毒・遊具安全点検
随時 　クッキング保育・社高等学校生との交流・公立園交流

７　一日の様子

年齢

時間

　延長保育 　延長保育 　延長保育

　順次登園（健康観察） 　順次登園（健康観察） 　順次登園（健康観察）
　ふれあい遊び 　室内遊び 　戸外遊び・散歩・室内遊び
　（おもちゃ・絵本・手遊び他） （歌・リズム・絵本・ままごと等）

　おやつ・水分補給 　排泄・ﾄｲﾚﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
　戸外遊び・散歩 　おやつ・水分補給
　　　 　戸外遊び・散歩
　おむつ交換・ﾄｲﾚﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 　排泄・ﾄｲﾚﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
　給食

       絵本の読み聞かせ

　午睡 　午睡
　午睡
３歳児…一年を通して

　おむつ交換・ﾄｲﾚﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 　排泄・ﾄｲﾚﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
　おやつ 　おやつ 　
　絵本の読み聞かせ 　絵本の読み聞かせ 　おやつ
　　　　    わらべうた等　 　戸外遊び 　戸外遊び
　戸外遊び
　順次降園（健康観察） 　順次降園（健康観察） 　順次降園（健康観察）

　延長保育 　延長保育 　延長保育

　保育終了 　保育終了 　保育終了

＊ 教育・保育理念＊

＊ 教育・保育目標 ＊

   〇一人一人の子どもの生き生きとした生活と遊びを

   〇異年齢児保育や特別支援教育など、多様な教育・

　   育む。

　〇一人一人の育ちと集団としての育ちを大切にする。

　　　　　　　　　　　　＊教育・保育方針＊

　　か 考え伝え合う子ども （思考・言語）

と　  共に育ち合う子ども （意欲・共感）

　  う  　生みだす力をもった子ども （創造・表現）
　   保育を通して、育ち合う仲間関係を築く。

こ 心豊かな子ども (心情・感性）    　教育へ滑らかな接続を図る。

の のびのび遊ぶ子ども （健康・安全）
   〇子どもの発達や学びの連続性を踏まえて、小学校

7:00

8:00

　　・歌・リズム・絵本

　ひなまつり・お別れ遠足・お別れ会
　豆まき・生活発表会・一日入園

０・１歳児 ２歳児 ３・４・５歳児

　　・群れ遊び・運動遊び

  読み聞かせ・語り聞かせ

　　・ごっこ遊び・製作遊び　等

   給食

　14：00　教育標準認定（１号認定）降園

４歳児…10月上旬頃まで

11:00

５歳児…必要に応じて

15:00

16:00

19:30

　給食
12:00
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１　施設の名称等

2　 入所定員・時間・休所日等について

定　 　員

入所状況

入所年齢

入所条件

時　　間

給食費
休 所 日

　土曜日・日曜日・祝日

　春休み （3月26日～4月4日）

　夏休み （7月21日～8月31日）

　冬休み （12月23日～1月8日）

３　特別保育事業の内容

　延長保育事業 　実施（時間・料金は上記のとおり）

　障害児等保育事業 　集団保育が可能な児童

　一時預かり事業 （時間） 　9:00～16:00

　　６か月未満児

　　６か月～３歳未満児

　　３歳以上児

　園庭開放  月曜日～金曜日（9:00～11:00）

　子育て相談（面接・電話） 火曜日・水曜日・木曜日

４　その他

＊給　食＊   ＊安全管理体制＊ ＊健康管理＊
　　　加東市健康福祉事務所の栄養士の　　　　　 身体計測（月１回）
　　指導をうけ、献立作成をしています。   　　　　　　　 内科検診（年２回）
　　　　　 歯科検診（年１回）
　・３歳未満児（完全給食）　　　 　　４・５歳児のみ
　　　０歳児の給食には離乳食を含みます。 【連携機関】
　・３歳以上児（副食のみ）    　  　曽野医院
　・アレルギー除去食対応　　　  　加東市民病院

　磯貝歯科医院

　就労他

（１号認定）
保育短時間認定

（２号・３号認定）
保育標準時間認定
（２号・３号認定）

満３歳～就学前 生後３カ月～就学前

57人

なし

3人

３人 51人

   子育てひろば
（米田げんきっ子くらぶ）

 月１回（10:00～11:00頃）

年齢

9:00～14:00 8:00～16:00 7:30～18:30

　地域子育て支援事業

４時間未満 ４時間以上

3,000円2,500円

2,000円 2,500円

　加東市内に住所があるか加東市に一時滞在している
　生後3カ月～就学前のお子さん　（事前登録必要）

 　（対象児童）

（30分ごとに 100円）

米田こども園

休 業 日

　日曜・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）

 14:00～16:00 （後延長）16:00～19:30 （後延長）18:30～19:30
延長保育
(利用料）

「一時預かり」として （前延長） 7:00 ～ 8:00 （前延長） 7:00～ 7:30

　　　　（令和４年８月1日現在）

施設長1名　　保育教諭１１名　　保育士1名　　調理員2名　　

設置年月日

・1号認定が定員を超えた場合は園で定める基準により選考します。
・土曜日については、加東みらいこども園で行います。

昭和28年9月1日

☆恵まれた自然の中で、友だちと関わり、原体験からの学びを目指しています

教育標準認定

職 員 配 置

所    在    地

電 話  ・  Ｆax

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  yonedakodomoen@city.kato.lg.jp

 0795－44－0101

加東市上久米272番地2名         称

設 置 主 体 加東市

米田こども園

10分ごとに　１００円
1食180円×教育日数 月額4,500円

1,500円 2,000円

 　（利用料金）

・緊急通報装置

・「県警ホットライン」設置

・セコム契約

・サイレン設置

・AED設置

・非常災害避難訓練（月1回）
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５　教育方針等

6   主な年間行事

4月 　入園式・内科検診 11月 　幼年消防
5月 　子どもの日のお祝い・親子バス遠足 12月 　クリスマスのつどい

　歯科検診（４・５歳児） 　人形劇観劇・陶芸体験（５歳児）
6月 　さつま芋と夏野菜苗植え 1月 　初詣・こままわし大会・マラソン大会

　田植え（４・５歳児） 2月 　豆まき・生活発表会
　夕暮れ保育（５歳児） 3月 　一日入園・ひなまつり会・お別れ遠足

7月 　七夕まつり・プール開き 　お別れ会・修了証書授与式
8月 　川遊び（２～５歳児）
9月 　米田地区ふれあい体育大会 毎月 　誕生会・身体計測・室内遊具消毒
10月 　秋の遠足・稲刈り（４．５歳児） 　遊具安全点検・非常災害避難訓練

　内科検診・保育参加・芋ほり 　交流保育・クッキング保育

７　一日の様子

年齢

時間

　延長保育 　延長保育 　延長保育

　順次登園（健康観察） 　順次登園（健康観察） 　順次登園（健康観察）
　ふれあい遊び 　室内遊び 　戸外遊び・散歩・室内遊び

　（おもちゃ・絵本・手遊び他） （歌・リズム・絵本・ままごと等） 　　５領域活動
　おやつ・水分補給 　排泄・ﾄｲﾚﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 　　・健康　・表現
　戸外遊び・散歩 　おやつ・水分補給 　　・環境　・言葉
　　　 　戸外遊び・散歩
　おむつ交換・ﾄｲﾚﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 　排泄・ﾄｲﾚﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
　給食

  絵本の読み聞かせ

　午睡 　午睡
　午睡
３歳児…一年を通して

　おむつ交換・ﾄｲﾚﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 　排泄・ﾄｲﾚﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
　おやつ 　おやつ 　
　絵本の読み聞かせ 　絵本の読み聞かせ 　おやつ
　　　　    わらべうた等　 　戸外遊び 　戸外遊び
　戸外遊び
　順次降園（健康観察） 　順次降園（健康観察） 　順次降園（健康観察）

　延長保育 　延長保育 　延長保育

　保育終了 　保育終了 　保育終了19:30

５歳児…必要に応じて

7:00

8:00

11:00

12:00

15:00

　給食    給食・歯磨き

４歳児…10月上旬頃まで

　　・人間関係

16:00

　14：00　教育標準認定（１号認定）降園

  読み聞かせ・語り聞かせ

３・４・５歳児２歳児

      心身共にたくましい人間力の基礎作り

０・１歳児

か 考え伝える子ども （思考・言語） 一人一人の育ちと集団としての育ちを大切にする。

と　共に育ちあう子ども （意欲・共感）

う  生みだす力をもった子ども （創造・表現）

こ 心豊かな子ども (心情・感性）

の のびのび遊ぶ子ども （健康・安全）

・一人一人の子どもの生き生きとした生活と遊びを育む。

異年齢児保育や特別支援教育など、多様な教育・保育を通
して、育ち合う仲間関係を築く。

子どもの発達や学びの連続性を踏まえて、小学校教育へな
めらかな接続を図る。

＊ 教育・保育理念＊

・
・

・

目指す子ども像
＊教育・保育の方針＊
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椿山保育園

保育園は、子どもたち一人ひとりを、かけがえのない存在として尊重し、    

温かく迎え入れています。人間形成の基礎を培う大切な乳幼児期に、保護者    

様の深い愛情に支えられ、保育園で友だちや保育士といっぱい多様な遊びを 

経験していくことで社会性を学び心身を養い、安定した潤いのある園生活を 

過ごす。そうすることが、子どもたちの健やかな成長の土台となります。

１  保育所の名称等                                                （令和４年8月1日現在） 

名  称 椿 山 保 育 園 所  在  地 加東市山国1559 

設置主体 社会福祉法人 椿山福祉会 電話・Fax ℡0795-42-6001 Fax0795－42-6195 

施設長名 金岡 英明 設置年月日 昭和 26年 4月 1日  

EMアドレス tsubakiyama5230@nike.eonet.ne.jp ＨＰアドレス tsubakiyama.net 

２ 保育所入所定員・保育時間・休園日等について 

定  員 ７０人 
職員の 

状 況 

施 設 長 １人 

入 所 状 況 ６１人 保育士等 (非常勤含) １１人 

入 所 年 齢 3 か月～就学前 調 理 員 (非常勤含) ２人 

開 所 

時 間 

Ａ 

平 日 7：00～19：00 保 育 

時 間 

Ｂ 

平 日 
短時間認定 8：00～16：00 

標準時間認定 7：30～18：30 

土曜日 7：00～17：30 土曜日 
短時間認定 8：00～16：00 

標準時間認定 7：30～17：30 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始（12月 29日～1月 3日） 

３ 特別保育事業の内容 

☆延長保育事業…有り(上記のA開所時間内)利用料…有り(上記のB保育時間外=下記の時間)   

実施曜日・時間…月曜日～土曜日 〇短時間認定……朝８：００以前・夕１６：００以降    

     (土曜日の夕は開所時間A内で) 〇標準時間認定…朝７：３０以前・夕１８：３０以降 

    利用額…上記以前、以降の時間 １０分間毎に １００円 

         ※加東市保育協会(保育所、こども園)の申し合わせにより実施。 

☆障害児等保育事業…有り      ☆一時あずかり事業…無し 

４ その他 

 ☆ク ラ ス  うさぎ(０･１歳児)、こあら(２歳児)、ぱんだ(３･４･５歳児)、ぞう(３･４･５歳児) 

☆給食  献立  月初めに献立表配布。手作りおやつや新しいメニューも取り入れています。 

３歳未満児 0歳児(乳児)は、母乳・粉ミルク・離乳食・給食など。 

1・2歳児、は完全給食(主食・副食・スキムミルクなど) 

      ３歳以上児 3・4・5歳児は、給食（副食・スキムミルクなど） 

            月額 ４,０００円（土曜日は ２００円/１日）徴収します。

お弁当箱にご飯のみ入れて持参してください。 

☆健康管理 ○嘱託医内科健診(年 2回) ○嘱託医歯科検診(年 1回) ○身体測定(体重・身長) 

       ○連携機関 森下クリニック(嬉野口交番前、内科･小児科) 

栗林歯科医院(市立社小学校前) 

      ○電解水による洗浄・除菌 ○空気浄化機 ○健康壁(ケイソウ土)保育室・乳児室 

☆安全管理体制 

 ○緊急通報装置「県警ホットライン」設置 ○避難訓練(月 1回) 

      ○防犯ベル ○防犯カメラ設置 
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５ 保育方針等 

保育方針 

と 

特  色 

◎ 心豊かな子ども・生命の尊さをめざして、明るく・正しく・仲良く、 

家庭的な雰囲気の中で、たくましくやる気のある子、 

優しくて思いやりのある子。（相手の立場になって考える） 

◎ ゆったりとした環境のなかで、子どもたちには『おおらかに・のびのびと・素直に』

ちょっぴりやんちゃでもいい、元気に育ってほしい、いっぱい遊びを体験してほしい、 

保護者様と保育園が一緒になって子育てをしていきたいと考えています。 

  ◎ 3･4･5 歳児は、縦割り保育(２クラス=週内で曜日を決めて、同年齢児保育と異年齢

児保育)を実施。４・５歳児は年齢別に英語を楽しむ保育(ECC)を月２回実施。   

主  な 

年 間 

行 事 

４月 入園式．後援会総会．嘱託医内科健診．歯科検診 

５月 子どもの日の集い．花まつり．さつま芋苗植え 

６月 親子バス遠足．保育参観週間 

７月 七夕まつり．プール(水遊び)遊び．５歳児の集い 

８月 プール(水遊び)遊び． 

９月 祖父母様とのふれあいの集い 

１０月 嘱託医内科健診．園内運動会．秋季バス遠足．さつま芋掘り 

１１月 幼年消防クラブ(消防署指導)．保育参観週間 

１２月 クリスマスの集い．音楽会．社ライオンズサンタ．1年生交歓会 

２月 節分豆まき．生活発表会 

３月 ひなまつり．卒園遠足(5歳児親子)．お別れ会．卒園式

毎月 お誕生日会．身体測定．避難訓練．英語を楽しむ(４・５歳児) 

☆  子育て支援．園庭開放．子育て相談など 

６ 保育園の１日の様子（1日の大まかな流れです。年齢・クラスにより違いがあります) 

 ０歳児～２歳児 ３歳児～５歳児 

７：００  (延長保育)  (延長保育) 

７：３０ 

８：００ 

９：００ 

１０：００ 

１１：００ 

１２：００ 

１３：００ 

１５：００ 

１６：００ 

１７：００ 

順次登園・健康観察（検温） 

 自由(好きな)遊び 

 間食 

 絵本・歌・紙芝居・手遊び・お話 

 散歩・戸外自由遊び 等々 

 食事 準備 

ミルク・離乳食・給食 

 食事 給食 

 順次 各児午睡 

   〃

   〃

順次 おやつ   

個別検査(検温) 

自由遊び 

 順次 降園 

〃 自由遊び    

順次登園 健康観察(視診) 

 自由(好きな)遊び 

 絵本・歌・紙芝居・リズム遊び・ 

粘土遊び・散歩・戸外遊び 等々 

食事 準備 

 食事 給食 

順次 午睡 

〃

３時のおやつ  

個別検査(検温) 

自由遊び 

順次 降園  

〃  自由遊び 

１８：３０ 

１９：００

(延長保育) 

保育終了（平日） 

(延長保育) 

保育終了（平日） 
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さくら保育園 

～元気で伸びよう～ 

                                    姉妹園：秋津こども園

                                  （令和 4年８月 1日現在）

名   称 さくら保育園

設置主体 社会福祉法人東条保育福祉会

設置年月日 平成２５年４月 1日
施 設 長 高島 純子

所 在 地 加東市岡本 1572-7 
電 話 ０７９５－４６－０４１５

Ｆ Ａ Ｘ ０７９５－４６－０４２５

１ 東条保育福祉会保育方針と特色

子どもたちの心は白いキャンバス。いっぱい・いっぱいあそんで友だちとのふれあいの中で虹の絵を

描いていきます。自ら学び、自らが考え、問題を解決する能力と自ら律し協調し、思いやる心、感動す

る心や健康、体力が「生きる力」です。心身の発達や年齢に応じた保育をこころがけています。

２園合同の遠足、仲良しキャンプ、運動会では姉妹園で交流を深め皆で楽しみます。

２ さくら保育園の特色

身近な動植物や自然事象に親しみ自然に触れ十分にあそびを楽しみます。春は野草摘み、夏は虫取り、

秋は紅葉狩り、冬は暖かくして！ 見ること、触ること、匂うこと、聞くこと、味わうこと、五感を通

して楽しみます。

３ 保育所入所定員・保育時間・休所日等について 

定員 50名
職員の状況

施設長 1人
入所状況 33名 保育士（臨時含） 4人
入所年齢 ６ヶ月～小学校就学前 調理員等 2人
開所時間 平日 午前７時～午後７時 ただし、通常の平日保育時間は、午前８時～午後５時

（お迎えは午後 4時から）土曜日 午前 8時～午後７時
休所日 年末年始（１２月２９日～１月３日）

４ 特別保育事業の内容

事 業 名 内         容

延長保育事業 実施時間 月曜日～土曜日 早朝 ７：00～８：00 夕方 17：00～19：00 
保育時間認定により料金をいただきます。 ※利用料 10分ごとに 100円
短時間認定・・・午前 7時から 7時 59分 午後 4時 00分以降
標準時間認定・・午前 7時から 7時 29分 午後 6時 31分以降

障害児等保育 集団保育の可能な児童

一時預かり事業

休日保育事業 保育時間  午前８時～午後５時

対象児童  加東市措置児童 昼食・間食 有り  3歳児以上 副食費 250円
利用料   条件によりかかる場合があります。

地域活動事業 世代間交流（七夕会、夏祭り、いもほり他） 

実施時間 午前 9時～午後 4時(1日)  月～金  前後の延長 1時間 300円増
利用料   3歳以上児       2000円/1日 1500円/4時間以内

3歳未満児(6ヶ月から) 2500円/1日 2000円/4時間以内

楽しいがいっぱい いつだってなにかに夢中 
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地域における異年齢交流（クリスマス会、運動会他）         

まちの子育て 

広場事業

園庭開放(毎週火曜日午前中) 子育て相談(随時) 
子育てさろん（未就園児の体験保育）観劇、水あそび、製作あそび、運動あそび他

５ その他

☆給 食    園児の健康、食生活の向上を期し保健衛生、栄養価のバランス等に十分配慮した

２園統一献立手作りおやつ。個々に応じたアレルギー食、離乳食を作ります

  ３歳未満児 完全給食  ３歳以上児 副食のみ 

         ★3歳児以上は副食費として月 5,000円、主食費として月 1,000円、土曜は 1日につき 
250円徴収します。

☆健康管理   身体計測（月１回）内科医による健康診断（年２回） 歯科医による健康診断（年１回）

連携機関： 青山医院  藤原歯科医院    

☆安全管理体制 緊急通報装置「県警ホットライン」設置・サイレン設置・ＡＥＤ設置・

避難訓練（月１回以上） 

６ 主な年間行事

 月 内容  月 内容

４月 入園式 親子バス旅行(2園合同) 
 内科医による健康診断

11月 親子活動 

12月 クリスマス会 

６月 保育参観・交通安全教室・歯科医による健康診断 

なかよしキャンプ（2園合同 5歳児）
１月 人形劇観劇

７月 七夕アワー(5歳児) 七夕会 夏祭り（2園合同） 
プールあそび（～８月）

２月 節 分 ・ 生 活 発 表 会

1日入学（5歳児）
10月 運動会（2園合同） 秋の遠足(2園合同) 

いもほり（老人会交流会）内科医による健康診断 

３月 お別れ遠足（ 2 園合同）
1日入園  卒園式

 毎月 誕生会、音楽指導、体育指導、英語指導、室内遊具消毒、遊具安全点検、子育て相談

７ 保育所の 1日の様子  
   ０ 歳 児 １，２歳 児 ３，４，５歳 児 

７：００ 

９：００ 

１０：００ 

１２：００ 

１５：００ 

１６：００ 

１７：００ 

１９：００ 

延長保育 

順次登園、健康観察 

おむつ交換         

おやつ、おむつ交換 

あそび  

睡眠（個人のリズムに合わせて） 

昼食（個人に合わせて） 

おむつ交換 

絵本の読み聞かせ 

午睡 個別検温 

おむつ交換  

おやつ 

あそび 

健康観察、順次降園   

延長保育

延長保育 

順次登園、健康観察  

排泄等     

あそび         

朝のあつまり 

おやつ 

絵本の読み聞かせ 

好きな遊び（室内/戸外）

排泄、手洗い 

昼食 

排泄、手洗い 

絵本の読み聞かせ 

午睡 個別検温 

排泄、手洗い 

おやつ 

好きな遊び（戸外） 

健康観察、順次降園 

延長保育

延長保育 

順次登園、健康観察 

あそび（室内/戸外） 

朝のあつまり

保育計画にそった遊び（同年齢、異年齢）

運動遊び（ゲーム、サーキット等） 

音楽遊び（楽器遊び、歌、リトミック等）

造形遊び（描画、製作等）  

排泄、手洗い、うがい 

昼食 

排泄、手洗い

絵本の読み聞かせ 

午睡（年齢や季節によって調整します） 

排泄、手洗い

おやつ 

あそび

好きな遊び(戸外) 
健康観察、順次降園

延長保育
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１ 施設の名称等                          （令和 4年 8月 1日現在）

名  称 鴨 川 保 育 園 所 在 地 加東市平木1308番地

設置主体 加 東 市 電話・FAX ℡ 45-027１ ・ fax 45-0271 

設置年月日 平成２０年４月１日 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kamogawahoikuen@city.kato.lg.jp

職員の状況 施設長 １人 保育士 ５人 

２ 保育園入所定員・保育時間・休所日等について 

 保育短時間認定 保育標準時間認定 

通常保育時間 午前 8時～午後4時 午前 7時 30分～午後6時30分 

定員 20人 

入所状況 ９人 

入所年齢 1歳～就学前 

開所時間 

平 日  午前 7時～午後7時30分 

土曜日  午前 7時～午後7時30分 

（土曜保育は加東みらいこども園で利用可） 

休所日 日曜日・祝日・年末年始（12月 29日～1月3日） 

３ 特別保育事業の内容 

   ★延長保育事業…実施（前延長・後延長） ※ １0分毎に100円 

★一時預かり事業（事前に登録・申込みが必要） 

★障害児等保育事業（集団保育が可能な児童） 

★園庭開放…月曜日～金曜日の午前9時～１１時 

★子育て相談[面接・電話]…毎週火～木曜日 

★子育てひろば 『なかよしひろば』…月に1回 

４ その他、保育園が取り組んでいる事業等 

保育時間 午前 9時～午後4時 
対  象 加東市内に住所があるか、一時滞在しているお子さん 

利用料金 
1歳～3歳未満児 4時間未満2,000円 4時間以上2,500円 
3歳以上児 4時間未満1,500円 4時間以上2,000円 

～山あり 川ありの豊かな自然にかこまれ、原体験ができる保育園～ 

＊健 康 管 理＊

・身体計測（月1回）  

・内科検診（年2回） 

・歯科検診（4・５歳児のみ年1回） 

[連携機関]・森下クリニック・栗林歯科医院 

・加東市民病院 

＊安 全 管 理 体 制＊ 

・緊急通報装置「県警ホットライン」設置 

・サイレン設置 

・東洋テック姫路設置契約 

・ＡＥＤ（自動体外式除細動器）設置

＊給 食＊ 

食材を生かし薄味で調理しています。

米田こども園から、給食を運びます。

アレルギー体質の方はご相談くださ

い。 

副食費：月額4,500円(3歳以上児)

＊交 流 保 育＊

・ 公立園間での交流や地域の方との交流を行い、五

感の刺激とかかわり方を学んでいます。 

・ 隣接する小学校と栽培活動や行事そして休み時

間を利用して交流をしています。 

鴨川保育園
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○か 考え伝える子ども（思考・言語） 

○と 共に育ちあう子ども（意欲・共感）

○う 生みだす力をもった子ども（創造・表現）

○の のびのび遊ぶ子ども（健康・安全）

○こ 心豊かな子ども（心情・感性）

５ 保育方針と特色                 ６ 主な年間行事 

7 保育園の１日の様子 
年齢 1 歳 2歳 ３・４・５歳 

7：00 

7：30 

９：00 

10：00 

11：30 

15：00 

15：30 

16：00 

19：30

延長保育 

順次登園（健康観察） 

ふれあい遊び 

  （おもちゃ・絵本） 

おむつ交換・手洗い 

おやつ 

ふれあい遊び 

戸外遊び・散歩 

おむつ交換・手洗い 

給食 

午睡 

おやつ 

室内遊び 

戸外遊び 

順次降園（健康観察） 

延長保育終了

延長保育 

順次登園（健康観察） 

ふれあい遊び 

（おもちゃ・絵本） 

おむつ交換・ﾄｲﾚﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

室内・戸外遊び 

☆歌・リズム ☆砂場遊び 

☆絵本を見る ☆散歩

おむつ交換・ﾄｲﾚﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

手洗い 

給食・歯磨き 

午睡（絵本・かたり聞かせ） 

おやつ 

室内遊び 

戸外遊び 

順次降園（健康観察） 

延長保育終了

延長保育 

順次登園（健康観察） 

遊び（異年齢で遊ぶ） 

[室内遊び］ [戸外遊び] 

☆歌･リズム  ☆砂･泥遊び 

☆絵本を見る ☆群れ遊び 

☆ごっこ遊び ☆運動遊び 

☆製作遊び  ☆散歩       

片付け 

排泄・手洗い 

給食・歯磨き・遊び 

午睡または休憩

おやつ 

室内遊び 

戸外遊び 

順次降園（健康観察） 

延長保育終了

4月 

5月 

6月 

7月 

9月 

10月 

11月 

12月 

1月 

2月 

3月 

・入園式・内科検診 

・子どもの日のお祝い・歯科検診 

・親子バス遠足 

・野菜苗の植えつけ 

・夕暮れ保育（5歳児） 

・七夕まつり・川遊び 

・鴨川地区体育祭 

・内科検診・保育参加・栗拾い 

・秋の遠足 

・幼年消防・さつまいもほり 

・クリスマスのつどい 

・清水寺初詣 

・こままわし大会・マラソン大会 

・節分（豆まき）・生活発表会 

・ひなまつり・お別れ遠足 

・お別れ会・保育証書授与式 

☆毎月…誕生会・身体計測 

非常災害避難訓練・室内遊具消毒 

安全点検・クッキング保育 

＊保育理念＊

心身共にたくましい人間力の基礎作り 

＊保育目標＊

★異年齢保育…毎日の生活と遊びの中で年上の園児の

遊びを模倣する、また年下の園児に対しての気遣いや

言葉がけなども大きな学びです。そして年上の子ども

は年下の子どもたちから頼りにされることで自己肯定

感や役に立つ喜びを味わいます。小さな子どもたちに

とっても自分が大きくなるイメージを自然にかんじる

こができます。 

★自 然 保 育…鴨川地区の豊な自然や園庭で「本物」

に実際ふれる原体験ができます。鴨川ならではの環境

で健康な心と体・自立心・思考力も育みます。 

＊特 色＊

時間
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望ましい子ども像

名　  　　称 所  在  地
設 置 主 体 電       話
設置年月日 F   A   X
施 設 長 名 ホームページ

　３　　特別保育事業の内容

　４　　その他

　１　　保育所の名称等 （令和4年８月1日現在）

　２　　保育所入所定員・保育時間、休所日等について
定         員 1人

社会福祉法人　　みやま福祉会
みやま保育園

小松　淳子
昭和27年1月

小野市中谷町200-2
0794-67-0158
0794-67-0158
https：//www.miyamahoikuen.com/

休 　所　 日

　　　　2人（補助１名）　入 所 年 齢

40人
42人

3ヶ月～　就学前

職 員 の
状     況

施設長
保育士等（臨職含）
栄養士(調理員)

入 所 状 況 10人

☆ 安全管理体制　　緊急通報装置｢県警ホットライン」設置  ･  避難訓練（月1回）
　　　　　　　　　　　 　 防犯カメラ設置 ･ 警備保障加入 ･ AED設置
　　　　　　　　　　　　  遊具安全点検（年2回）･ 消防用施設点検（年2回）

☆ 安全・安心の保育園子育てネット｢よい子ネット｣に加入（日々の保育情報や連絡事項など記載）
☆ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにて園の様子･園だより・イベント情報などを紹介しています

保育園の特色

家庭的で明るい保育園
異年齢の交流を多くし思いやりの心を育てる
自然の環境を活かし伸び伸びと体験活動を楽しませる
地域との交流と連携を大切にし地域に開かれた保育園

☆子育て応援事業
・園庭開放　（毎月3回程度）　　・子育て教室　（毎月1回テーマを決めた教室）　・子育て相談　（随時）

☆ 給食　（給食費）　 3歳未満児　完全給食　（公定価格に含む）
　　　　　　      　　     3歳以上児　副食費として月額一人\5000を徴収する。（小野市一律）
☆ 健康管理　　　    身長体重測定(月1回)　・内科検診(年2回)　・歯科検診（年1回） ・尿検査（年1回）
　　連携機関　　　    柏木医院　　・歯科石原医院

☆延長保育事業
・実施時間　　　　１８：００～

　　　・利用料　有り　　200円／1時間

☆障がい児保育事業　　お気軽にお問い合わせください

☆一時預かり事業
・保育時間　８：００　～　１６:００

　　　・利用料　2.500円／1日　（8時間内）
　　　　　　　　  　1.250円／半日（4時間未満）

　　　　　 　500円／1時間延長

開 所 時 間 平日 午前7時00分～午後7時00分
日曜日・祝祭日・年末年始（12月29日～1月3日）

明るく元気な子ども

情操豊かな子ども

よく考える子ども

誰とでも仲よく遊べる子ども

自分の事は自分でする子ども
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　４月
　５月
　６月
　７月

　８月
9月～１０月
１１月
１２月
　１月
　２月
　３月

☆誕生会（保護者を招待しゲームをしたり食事をして一緒にお祝いする）
☆身体計測･避難訓練
☆運動遊び･英語遊び・空手遊びは各講師による指導を受ける（年８～１０回）

☆歯磨き指導は毎月２回歯科衛生士による指導を受ける
☆下東条ブロック５歳児交流会（年５回程度）
☆小野市立図書館によるお話会開催

　６ 　保育所の一日の流れ

時間　　       年齢

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00
13:00

15:00

16:30

18:00
19:00

とんど･雪あそび
豆まき･生活発表会

体験入園･思い出の会・お別れ遠足
お別れパーティー・卒園式

その他の行事

　５ 　主な年間行事

入園式･内科検診
小運動会・保育参観
歯科検診･天文科学館見学

七夕会
プール開き・体験保育･夏祭りごっこ

プール参観･子育てサロン・プール納め

園外保育
クリスマス会・餅つき会

運動会・内科検診･保育参観・下東条地区ふれあい運動会

順次登園･手指消毒
健康観察（検温）

おむつ交換、排泄（随時水分補給）

順次登園･手指消毒
健康観察（検温）

　　　所持品の始末・排泄など

順次登園・手指消毒
健康観察（検温）
所持品の始末

０歳児 １･２歳児 ３･４･５歳児

自由遊び(室内遊び) 自由遊び　（随時水分補給） 自由遊び　（随時水分補給）

睡眠（センサー午睡チェック）
みんなで体操をする

牛乳を飲む（手洗い・消毒）
みんなで体操をする

食事をする（手洗い･消毒）
（月齢によって異なる）
おむつ交換、排泄

食事の準備をする
食事をする（手洗い･消毒）
片付ける　　　（検温）

おやつを食べる
(手洗い・消毒)

自由遊び･散歩など
おむつ交換、排泄

おやつを食べる
（手洗い･消毒）
同年齢で遊ぶ
排泄

食事の準備をする
食事をする（手洗い･消毒）
片付ける　　（検温）

年齢別遊び
排泄

健康観察（検温） 昼寝をする 昼寝をする　３歳児４月～３月

（午睡チェック）４歳児４月～９月
　　　　　　   ５歳児５月～９月

昼寝をしない時
年齢別保育･自由遊び

睡眠(センサー午睡チェック)

目覚めた子どもは自由遊び

（午睡チェック）

おやつを食べる おやつを食べる（手洗い・消毒） おやつを食べる（手洗い・消毒）

おむつ交換、排泄
排泄

(手洗い・消毒）

みんなで遊ぶ みんなで遊ぶ みんなで遊ぶ
延長保育 延長保育 延長保育

健康観察・順次降園 健康観察･順次降園
絵本の読み聞かせ 絵本の読み聞かせ

健康観察･順次降園
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