
＊定員は変更になる場合があります。
＊開所時間の「短時間」とは、保育短時間の認定を受けた場合に利用できる時間です。
＊「延長保育」とは、通常の利用時間（保育標準時間は１１時間、保育短時間は８時間）の前後
　で実施する保育です。保育料とは別に利用料（延長保育料）がかかります。
＊記載内容以外の詳細については、各保育所・認定こども園等におたずねください。

 荒茅保育園 私 18

神西  出雲サンサン保育園 私

塩冶
あいぐらん保育園出雲 私

長浜

 西園保育園 私
17

 かなで保育園 私

出雲

今市
保育園　キッズプラス出雲園 私

31

なかの保育園 私
16 おひさま保育園 私

のびのび広場いずも保育園 私
 外園保育園 私

平田 平田 やまのこ保育園　みのりの森 私

川跡

ほくよう保育園 私
15

地域 地区
企業主導型保育施設名

（地域枠）
公･私 ページ

高浜  さとがた保育園 私

四絡  おおつか保育園 私
大社 荒木 大社こどもランド保育園 私 30

 おやま保育園

認定保育所名 公･私 ページ
 わたりはし保育園 私

13
地域 地区

私
14

浜山あまつひ保育園 私 久木 出雲市立 直江保育所 公
29高松

 浜山保育園 私
11

認定こども園
北陵幼稚園・北陵保育園

私

神門

 あすなろ保育園 私
12

出東 認定こども園　出東こども園 私

あすなろ第２保育園 私

古志 古志ひまわり保育園 私 あい川保育園 私

 神門第Ⅱ保育園 私
伊波野

伊波野保育園 私
28

27
 神門保育園 私

10
出西保育園

私
9

出西

荘原
東部保育園 私

わらべのうち保育園 私

私

 えんや保育園 私 大社 たいしゃ保育園 私
25

 ひかり保育園 私
8

斐川

 ひまわり第１保育園 私 荘原保育園 私
26

 ひまわり第２保育園

遙堪

 出雲すみれ保育園 私 湖陵 湖陵  ハマナス保育園 私

 こぐま保育園 私
24

塩冶

出雲スマイル保育園 私
6

多伎 多伎 認定こども園　多伎こども園 私

大津

一の谷保育園 私 西田  わにぶち保育所 私

 たちばな保育園 私

浜山あおい保育園 私
7

 中部保育所 私

 北部保育所 私
22

 出雲市立 窪田保育所 公
23

出雲市立 須佐保育所

 ねむの木保育園 私 灘分 認定こども園　光幼保園 私
20

 ねむの木夜間保育園 私
3

国富 ひらた西保育園 私

21

18

 出雲市立 中央保育所 公  平田保育所 私
19

 出雲聖園マリア園 私
2

ひらた乳児保育園 私

出雲

今市

 出雲乳児保育所 私
1

平田

平田

 みなみ保育所 私

 おおつ保育園 私 佐香

 きんろう保育園 私
5 佐田

4
久多美

 すぎの子保育園 私 窪田

須佐 公

大社

令和４年度
出雲市認可保育所・認定こども園等 要覧

地域 地区
認可保育所・認定こども園・
小規模保育事業施設名

公･私 ページ 地域 地区
認可保育所・認定こども園・
小規模保育事業施設名

公･私 ページ



保育所概要 保育所概要
　 　

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) 8:30～16:30 (短時間) 8:30～16:30

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 年間行事予定　※新型コロナウイルス感染症対策のため、行事内容等変更があります

利用可能サービス 利用可能サービス

その他 その他

いずもにゅうじほいくしょ いずもしりつちゅうおうほいくしょ

出雲乳児保育所 出雲市立中央保育所

住所:
〒693-0001

今市町1694-8

TEL: 0853-21-0774
住所:

〒693-0001
今市町828-2

URL: http://www.izumo-nyuji.jp URL: http://www.city.izumo.shimane.jp

E-Mail: izu-new@plum.ocn.ne.jp E-Mail: chuo-ns@city.izumo.shimane.jp

TEL: 0853-21-0597

FAX: 0853-23-0774 FAX: 0853-24-0213

定員: 30名

（昭和32年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで （昭和29年7月開設） ＊1歳3カ月（離乳食完了）から2歳児まで

設置主体:
社会福祉法人
出雲乳児福祉会

定員: 100名 設置主体: 出雲市

施設長、副所長、主任保育士
保育士、看護師、栄養士、調理員
用務員、嘱託医小児科、歯科、耳鼻科

所長、主任、保育士、栄養士、調理員、看護師
医師　（内科1名、歯科1名）

＜保育目標＞
○たくましい子ども…困難や失敗にくじけたりあきらめたりしない、 たくましい子
どもを育てる。
○思いやりのある子ども…思いやりの気持ちをもち、友達と仲良く遊ぶ子どもを
育てる。
○表現力のある子ども…相手の意見を受け入れ、自分の思いや考えを表すこ
どができる子どもを育てる。
○保護者や地域の子育て家庭の養育力が向上するよう適切な支援をする。
＜保育方針＞
■心の安定を図り、信頼感を深めていきます。
■子どもの発達の節目を押さえた保育をしていきます。
■日常生活に必要な生活習慣が身に付く援助をしていきます。
■友だちや身近な人を大切にする心を育むための援助をしていきます。
■自分の思いや考えを言葉や行動で表すことができるよう援助をしていきま
す。
■保護者の意向を受け止め、子どもと保護者の安定した関係に配慮し、その
援助にあたります。

【教　育　目　標】心身ともに健康で生き生きと意欲的に生活する子どもの育成
【めざす子ども像】
　・生き生きと生活する子ども　・我慢できるたくましい子ども
　・思いやりのある子ども　  　  ・自分で考え行動できる子ども

【基　本　理　念】  共に育つ保育所・幼稚園～子どもと親と保育者と～
全職員が連携し、発達の道筋や個別の実情を考慮した保育を工夫し、一人

一人の成長と集団としての成長を目指して教育活動を実践する。
◆保育所周辺の環境や地域の伝統、文化、人々との交流を最大限に生かした
保育実践。
◆元気にたくましく生きていくための健康な体作りをめざし、のびのびと体を動
かしながら戸外での活動を十分に体験できる保育実践。
◆子ども達の主体的な遊びを大切にし、遊びの中で発達していく姿を様々な角
度から総合的に捉え、それに必要な環境構成や援助ができる保育実践。
◆保護者と保育者、地域の方とで心を合わせて、子ども達の育ちを見守り支え
ていく保育実践。

4月: 入所式、保護者会総会、子育て講演会、クラス懇談、耳鼻科検診 4月: 入所入園式、親子遠足、虹の会総会

開所時間: 7:30～18:30

建物面積: 961.85㎡ 7:00～18:00 建物面積: 1,328.39㎡ 7:30～17:15

敷地面積: 1,587.96㎡ 開所時間: 7:00～18:00 敷地面積: 1,999.80㎡

7月: ゆうプラザ、たなばた会 7月: プール開き、七夕会、夏祭り、一日保育体験（個別面談）

8月: ゆうプラザ､お泊まり保育 8月: プール遊び、保護者清掃活動

5月: 親子遠足、健康診断、一日保育参加、山登り、在宅子育て支援交流 5月: 保育公開、クラス懇談会、春の交通安全教室

6月: 歯科検診、笹まきづくり、交通安全教室、ﾌﾟｰﾙ開き、離乳食講習会 6月: 虫歯予防教室、保育公開、人権・同和公開講演会

11月: 七五三会、山登り、健康診断、歯科検診、地域慶人会交流活動 11月: 紐落とし会、秋の交通安全教室、保育公開

12月: 発表会、クリスマス会、餅つき 12月: 生活発表会、お楽しみ会、もちつき会

9月: ｻﾝﾏﾊﾟｰﾃｨｰ、離乳食講習会、子育て講演会 9月: 保育公開、月見会 

10月: 運動会、芋掘り、焼芋ﾊﾟｰﾃｨｰ 10月: 運動会、遠足、芋ほり

●毎月、誕生会・身体測定・避難訓練を実施しています。
●全保育室・冷暖房完備（床暖房完備）です。
●中高校生の保育体験、地域の高齢者の方々との交流をしています。
●県立大看護学科・島大医学部看護学校、その他専門学校の臨地実習の指
定を受けています。

●幼保一体型施設として、
   出雲市立中央幼稚園（3歳～5歳児）を併設しています。
●全保育室・遊戯室、冷暖房・床暖房完備
●内科検診・歯科検診・検尿の実施
●中高校生や地域の高齢者の方々との交流活動

3月: ひなまつり、お別れ遠足、お別れ会、修了式 3月: 雛祭り会、保護者清掃活動、進級おめでとう会、修了式

・乳児保育　　・一時保育（月～金　8：30～17：30）
・延長保育（月～金　18:00～19:00）
・地域活動事業（慶人会との交流、異年齢児交流、育児講座）
・離乳食講習会（保護者対象、地域対象）
・保育体験・育児相談（来所相談、電話相談）
・子育て支援事業

・一時預かり「ばなな組」（8:30～16:30） ≪1日1,800円・半日900円≫
・子育て支援センター 「れもん組」 （9:30～11：30）
・育児相談（来所相談・電話相談）

1月: とんどさん（他園との交流）、個人懇談、年長児親子命の講演会 1月: 保育公開

2月: 雪あそび、節分、離乳食講習会、冬のお泊り保育 2月: 節分、作品展、入所入園前保護者会
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保育所概要 保育所概要
　 　

＊生後8週経過から就学前まで

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) 8:30～16:30 (短時間) 8:30～16:30

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 年間行事予定

利用可能サービス 利用可能サービス

その他 その他

いずもみそのまりあえん ねむのきほいくえん

出雲聖園マリア園 ねむの木保育園

住所:
〒693-0001
今市町284

TEL: 0853-21-3620
住所:

〒693-0008
駅南町1丁目12-1

URL: http://izumo-misono-mariaen.jp URL: http://nemunoki.org

E-Mail: izumo-maria@titan.ocn.ne.jp E-Mail: nemunoki@cotton.ocn.ne.jp

TEL: 0853-22-8551

FAX: 0853-21-3667 FAX: 0853-22-8567

定員: 50名

（昭和40年4月設立、平成20年4月法人移管） （平成17年5月開設） ＊生後8週経過から就学前まで

敷地面積: 3,761.34㎡ 開所時間: 7:00～18:00 敷地面積:

設置主体:
社会福祉法人
みその児童福祉会

定員: 150名 設置主体:
社会福祉法人
おおつか福祉会

園長、副園長、主任保育士、保育士、看護師、栄養士
調理員、事務員、非常勤保育士、保育補助、子育て支援員
医師（内科1名、歯科1名）

施設長、保育士（19名）
栄養士・調理員（3名）、看護師（1名）、事務員（1名）
医師　内科医（1名）、歯科医（1名）　＊嘱託

○感謝する心
　　・食前食後のお祈りをする
　　・地域の方や周りの人に「ありがとう」の気持ちを持つ
　　・物を大切にする
○自己肯定感を育む
　　・日々の生活の中で大事にされていることを実感できるようにする
　　・自律心を養い自己肯定感を培う
○目に見えないものを大切にする
　　・神様の存在を伝え「信じる心」を育てる
　　・神様から頂いた「命」の尊さを大切にし、「生きようとする力」を育んでいく

私たちは「今日も一日楽しかった！」と喜んで保護者のもとに帰る事ができるよ
うに、明日への期待が持てる保育内容と関わりを心がける。

◎保育理念
・体温の通い合う愛情に満ちた環境のもとで生き生きと意欲的な保育を創造し
ます。
・子ども一人ひとりの「人権と主体性」を尊重し、子どもの幸福のために最善を
つくします。
◎保育目標
・子どもたちの心身の調和的な発達をはかり、よりよい未来をつくり出す力の基
礎を養う。
◎保育方針
・生き生きと体を動かし、意欲的にあそべる子どもを育てる
・豊かな感性を育て、創造性の芽生えを培う
・喜んで話したり、聞いたりする態度や豊かな言葉を育む

4月: 入園進級式、保護者会総会、みそづくり 4月: 入園式、進級式、子育て講演会（保護者会総会）

427.93㎡ 開所時間: 7:30～18:30

建物面積: 1,211.98㎡ 7:00～18:00 建物面積: 270.16㎡ 7:30～18:30

7月: お泊り保育、夏まつり、プール開き 7月: プール開き、なつまつり、内科検診

8月: プール遊び 8月: お泊まり保育（年長児）、そうめん流し

5月: 親子遠足、田植え、ビオトープ探検 5月: 春の親子遠足、尿検査

6月: 笹まき作り、離乳食教室 6月: 笹巻作り、かしわ餅作り、歯科検診

11月: ひもおとしお祝い会、勤労感謝の訪問 11月: 芋ほり遠足、紐落としお祝い会

12月: クリスマスのつどい、クリスマスパーティー 12月: クリスマス会、内科検診

9月: 祖父母ふれあい会 9月: 親子活動、総合避難訓練、梨狩り

10月: 運動会、いもほり、稲刈り、収穫祭 10月: 運動会、さんま焼き

＊毎月、誕生会、身体測定、避難訓練（安全指導）
＊全保育室冷暖房完備。0，1歳児保育室は床暖房。
＊月1回お弁当の日には、遠足などの園外保育を行っています。（ゆうプラザ・登山）

＊お子さんの健康状態に応じてアレルギー用除去食を実施しています。

・毎月･･･誕生会、身体測定、避難訓練
・年数回･･･近隣の介護施設訪問、小、中、高校生や高齢者との交流
・年間を通して･･･保護者半日保育体験、個人懇談、クラス懇談
・冷暖房完備　全室床暖房
・内科健診・歯科検診（年2回）、耳鼻科検診、ぎょう虫、尿検査実施
・交通安全教室（年2回）
・アレルギー除去食に対応しています。
・地域の子育て中のお母さん、お子さん向けに月1回「まりあっこ広場（園庭開
放）」を開催しています。

3月: ひなまつり、お別れ会、卒園式 3月: ひな祭り会、お別れ遠足、卒園式

・一時保育　（8:30～16:30）
・延長保育　（月～土）
　　　保育標準時間認定　18：00～19：00
　　　保育短時間認定　（前延長　7：00～8：30、　後延長　16：30～19：00）
・障がい児保育事業
・育児相談（電話相談・来園相談）

・標準利用時間（7:30～18:30）
・保育短時間認定利用時間(8：30～16：30）
・延長保育   　保育標準時間認定利用（18:30～19:30）
　                  保育短時間認定利用（7:30～8:30/16:30～19:30）
・一時預かり保育(9:00～17:00）
・育児相談（電話相談、来園相談）

1月: クラス懇談及び個人懇談 1月: 雪遊び、餅つき、クラス懇談

2月: 節分、年齢別発表会 2月: 節分会、大きくなったね会（発表会）、味噌つくり
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保育所概要 保育所概要
　 　

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) 13:00～21:00 (短時間) 8:30～16:30

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 年間行事予定

利用可能サービス 利用可能サービス

その他 その他

ねむのきやかんほいくえん いちのたにほいくえん

ねむの木夜間保育園 一の谷保育園

住所:
〒693-0008

駅南町1丁目12-1

TEL: 0853-22-8551
住所:

〒693-0011
大津町3627-8

URL: http://nemunoki.org URL: http://www.izumo-minami.jp/ichinotani/

E-Mail: nemunoki@cotton.ocn.ne.jp E-Mail: ichinotani-ho@izumo-minami.jp

TEL: 0853-30-7077

FAX: 0853-22-8567 FAX: 0853-30-7078

定員: 120名

（平成17年5月開設） ＊生後8週経過から就学前まで （平成20年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで

設置主体:
社会福祉法人
おおつか福祉会

定員: 20名 設置主体:
社会福祉法人
出雲南福祉会

施設長、保育士（7名）、保育助手(1名）
栄養士・調理員（1名）、事務員（1名）
医師　内科医（1名）、歯科医（1名）　＊嘱託

施設長、保育士（30名）、看護師（1名）、栄養士（1名）・調理師（2名）・
事務員(1名)・技能員（1名）
医師　内科（1名）、歯科（1名）　＊嘱託

◎保育理念
・体温の通い合う愛情に満ちた環境のもとで生き生きと意欲的な保育を創造し
ます。
・子ども一人ひとりの「人権と主体性」を尊重し、子どもの幸福のために最善を
つくします。
◎保育目標
・子どもたちの心身の調和的な発達をはかり、よりよい未来をつくり出す力の基
礎を養う。
◎保育方針
・生き生きと体を動かし、意欲的にあそべる子どもを育てる
・豊かな感性を育て、創造性の芽生えを培う
・喜んで話したり、聞いたりする態度をや豊かな言葉を育む

○保育理念
～保育は愛情～
子どもは愛情で育ち　子どもは愛情で学び　子どもは世の中を博愛(しあわせ)に
する　一身に愛情を浴びた子どもは素直に誠実に向き合え寛容になれる　そし
て人の為に生きることができる
○保育方針
1) 子どもの心に寄り添い母のぬくもりを感じさせる保育
2) 自然とともに暮らし五感に訴えながら、情緒、知性、創造性の発達を促す保育
　・体を動かし元気な子
　・目を輝かせ夢中になって取り組む意欲ある子
　・仲間と切磋琢磨し、協調性のある子
　・自然にふれ、やさしさや素直さを備える子
　・最後までやり通す子
3) 保育者、友達などの優しさに触れ認められて困難を乗り越える力や、生きる
喜びをはぐくむ保育
4) お年寄りや地域の人々のふれあいを通して文化の伝承、思いやりのある心を
育てる保育をします。

4月: 入園式、進級式、子育て講演会（保護者会総会） 4月: 入園式、始園式・保護者総会・交通安全教室・なかよし遠足

開所時間: 7:00～18:00

建物面積: 172.00㎡ 11:00～22:00 建物面積: 1,143.32㎡ 7:00～18:00

敷地面積: 427.93㎡ 開所時間: 11:00～22:00 敷地面積: 4,044.00㎡

7月: プール開き、なつまつり、内科検診 7月: 七夕・プール開き・クラス公開保育・給食試食会

8月: お泊まり保育（年長児）、そうめん流し、夕涼み会 8月: 流しそうめん

5月: 春の親子遠足、尿検査 5月: 親子遠足・節句祝い・総合避難訓練・野菜植え・1日保育士体験開始・ クラス公開保育・給食試食会

6月: 笹巻作り、かしわ餅作り、歯科検診 6月: 歯科検診・クラス公開保育・給食試食会

11月: 芋ほり遠足、紐落としお祝い会 11月: 紐落とし会・山登り

12月: クリスマス会、内科検診 12月: クリスマス会・餅つき

9月: お月見会、親子活動、総合避難訓練、梨狩り 9月: 内科検診、運動会

10月: 運動会、さんま焼き 10月: 一の谷っ子 秋まつり・サンマ焼き・芋煮会・秋みつけ遠足・お月見会

＊毎月誕生会、身体測定、避難訓練（安全指導）
＊全保育室冷暖房完備。0,1歳児保育室は床暖房。
＊月1回お弁当の日には、遠足などの園外保育を行っています。（ゆうプラザ、登山）
＊お子さんの健康状態に応じてアレルギー用除去食を実施しています。

・全保育室冷暖房及び0,1才児床暖房     ・プール完備
・送迎時の駐車場完備　　　　　　　　　　　　・近隣の老人施設との交流
・クッキング　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ・畑作り

3月: ひな祭り会、お別れ遠足、卒園式 3月: ひな祭り・お別れ遠足・卒園式、内科検診

・標準利用時間（11:00～22:00）
・保育短時間認定利用時間(13:00～21:00）
・延長保育   　 保育標準時間認定利用（8:00～11:00/22:00～02:00）
　                   保育短時間認定利用（8:00～13:00/21:00～22:00）
・一時保育(13:00～21:30）
・育児相談（電話相談、来園相談）

・延長保育（18:00～19:00）＊料金:1回300円
・一時預り保育事業（8:30～16:30）
　＊料金:4時間以上1,800円　4時間以内900円（給食を含まない）
・育児相談
・特別支援（障がい児）保育
・子育て支援（親子であそぼう）
・特別保育活動 （英語であそぼう、体操教室、絵画教室、お茶、お花）

1月: 雪遊び、餅つき、クラス懇談、 1月: 新春お茶会・お泊り保育

2月: 節分会、大きくなったね会（発表会）、味噌つくり 2月: 節分・寒稽古・生活発表会
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保育所概要 保育所概要
　 　

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) 8:00～16:00 (短時間) 8:30～16:30

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 年間行事予定

利用可能サービス 利用可能サービス

その他 その他

たちばなほいくえん おおつほいくえん

たちばな保育園 おおつ保育園

住所:
〒693-0011

大津町1409-3

TEL: 0853-21-8080
住所:

〒693-0011
大津町2366-1

URL: http://www.h-tatibana.jp URL: http://ootuhoikuen.jp

E-Mail: tatibana@oregano.ocn.ne.jp E-Mail: ootu1124-2373@nifty.com

TEL: 0853-22-1124

FAX: 0853-21-8081 FAX: 0853-22-1186

定員: 50名

（昭和50年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで （昭和50年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで

設置主体:
社会福祉法人
慈潤会

定員: 200名 設置主体:
社会福祉法人
おおつ保育園

施設長、副所長、保育士（36名）
看護師（1名）養護教諭（１名）、栄養士・調理員（6名）
医師　小児科（1名）、歯科（1名）　＊嘱託

施設長、保育士（16名）、事務員（1名）、准看護師（1名）
栄養士・調理員（3名）
医師　小児科医（1名）、歯科医（1名）　＊嘱託

＜基本方針＞
　　「感謝の心を育てる」

＜保育目標＞
たちばな保育園は、仏教保育の精神を柱に子供たち一人一人を受けとめ、発
達に沿った保育を行います。
また、自然の中での直接体験を大切にし、豊かな感性を養い、意欲的にあそび
自己表現をする力を育てます。
そして友達との関わりとともに、様々な体験の中から感謝の心を持ち、思いや
りのある子に育つ保育を行っています。

◎感動できる子ども
◎生き生きと活動する子ども
◎自分で考え行動する子ども
◎仲間と力を合わせる子どもを、目指して保育に取り組んでいます。
・身近な自然物（土、水、草花、小動物）と触れ合ったり、散歩を楽しんだり、戸
外での活動を大切にしています。
・小規模園の良さを生かし、家庭的な暖かさを失わないように配慮しています。
・同年齢の遊びに加え、異年齢の関わりが自然と持てるように心がけていま
す。
・うさぎの飼育や畑づくりなど動植物との触れ合いを楽しみながら、やさしさや
思いやりを育て、生命を尊ぶ気持ちを育みます。
・お家の人と、子育ての悩みや疑問を語り合い、お子さんにとって何が最良か
を考えていきます。
 そして、「楽しく、豊かな子育て」を共に目指します。

4月: はなまつり 4月: 親子遠足　　　【他にクラス懇談会を年2～3回開催】

開所時間: 7:20～18:20

建物面積: 1,041.72㎡ 7:00～18:00 建物面積: 314.40㎡ 7:20～18:20

敷地面積: 3,765.47㎡ 開所時間: 7:00～18:00 敷地面積: 1,258.00㎡

7月: たちばなまつり 7月: プール開き、七夕会

8月: お泊り保育 8月: 年長おとまり保育

5月: 親子遠足、健康診断、交通安全教室、離乳食教室 5月: 祖父母保育公開日

6月: 歯科検診、笹まきづくり、プール開き、食育教室 6月: 人形劇親子観劇、保護者会交流会

11月: 消防パレード、敬老会交流会 11月: 保育公開日、バザー（おおつわくわくまつリ）

12月: 成道会、クリスマス会、餅つき会、バースデープロジェクト 12月: クリスマス会　、お餅つき会

9月: 運動会 9月: 給食公開日、消防署来園避難訓練、　子育て講演会

10月: 親子遠足　食育教室　 10月: 運動会、芋掘り、年長親子登山

●毎月、誕生会・身体測定・避難訓練実施
●全室冷暖房完備
●音楽療法士により、音（音楽体験）あそびを通してすこやかな心身の発達を
専門的に支援しています。

・毎月、誕生会、身体測定、避難訓練を実施しています。
・月1回の「お弁当の日」には、天候が良ければ小遠足に出かけます。
・自由に異年齢の子どもと交われる園内空間。
・実のなる木で四季を楽しみ、運動会の出来る広さの園庭、短時間で一の谷公
園、斐伊川土手など自然の中で遊べる地域環境。

3月: ひな祭り、お別れ会、卒園式 3月: お別れ遠足、保育公開日、卒園式

・一時保育            ・延長保育（18:00～19:00）
・障がい児保育     ・休日保育
・離乳食講習会　　・育児相談
・保育情報提供　　・子どもの広場（毎週金曜日）
・乳幼児発達支援事業（毎週月曜日 予約制）
・乳幼児子育て体験（随時）　　・プレパパプレママ教室（予約制）

・延長保育（18:20～19:20）
・障がい児保育
・一時保育
・電話、面接による育児相談
・在宅児童と保護者を対象に、「あそぼう会」を実施し園児と交流

1月: 年始め、寒げいこ 1月: 年長児雪遊び合宿

2月: 節分、生活発表会、そり遊び、地域慶人会との交流 2月: 雪あそび交流会
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保育所概要 保育所概要
　 　

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) 8:15～16:15 (短時間) 8:15～16:15

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 年間行事予定

利用可能サービス 利用可能サービス

その他 その他

きんろうほいくえん すぎのこほいくえん

きんろう保育園 すぎの子保育園

住所:
〒693-0012

大津新崎町7丁目59

TEL: 0853-22-1313
住所:

〒693-0011
大津町1608-1

URL: http://kinrou-hoikuen.or.jp URL: http://suginoko-hoikuen.jp/

E-Mail: kinrou.47@eos.ocn.ne.jp E-Mail: suginoko@ia2.itkeeper.ne.jp

TEL: 0853-22-8003

FAX: 0853-25-2555 FAX: 0853-22-8063

定員: 100名

（昭和47年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで （昭和61年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで

設置主体:
社会福祉法人
きんろう保育園

定員: 100名 設置主体:
社会福祉法人
京真会

施設長、保育士（20名）
看護師（1名）、栄養士（2名）、調理員（1名）、保育補助員（1名）
医師　　内科・小児科医（1名）、歯科医（1名）　＊嘱託医

施設長、保育士20名）、事務員（2名）
看護師（1名）、栄養士（2名）、調理員(1名）
医師　内科医（1名）、歯科医（1名）　＊嘱託医

◎じょうぶで元気な子ど　◎明るくのびのびとした子ども
◎自分のことは自分でする子ども　　◎なかよくあそべる子ども
◎創造的でよく考える子ども
＊健康な身体づくり
・園内では、裸足保育、薄着の習慣づけをしています。
・山登りや遠出の散歩など園外保育の機会を多くもち、自然の中で心身ともに
健康な身体づくりができるよう心がけています。
・食事では、無添加、低農薬の安全な食品を使った手作りの良さを大切にして
います。
・畑で野菜を育てたり、クッキング活動や行事食等を通して、食への関心を深
めています。
＊異年齢交流、地域交流を大切に
・0歳児～5歳児の子ども達のふれあいや、関わり・交流を大切に考えます。
・夏祭りや運動会、餅つきなどの行事を、地域の方と一緒に行います。
・地域にある施設や病院を訪問し、交流を深めています。

◎保育目標
　　自然の中で色々なことを体験させながら、
〝心豊か〟で〝たくましく〟〝創造性豊か〟な子を育成する。

・くつろいだ雰囲気の中で健康で安全にすごす
・自然体験、本物体験を通して、のびのびと身体を動かしたり、人とかかわる力
や感動する心を育てる
・あそびや生活の中で、意欲的に取り組んだり工夫する力をつけていく
・食に関心をもち、楽しく味わう

4月: 親子遠足 4月: 保護者会総会、内科検診

開所時間: 7:15～18:15

建物面積: 730.89㎡ 7:15～18:15 建物面積: 854.61㎡ 7:30～18:15

敷地面積: 999.82㎡ 開所時間: 7:15～18:15 敷地面積: 4,013.74㎡

7月: プール開き、夕涼み子ども会（夏祭り）、水泳教室 7月: 七夕まつり、プールあそび

8月: プール遊び、お泊り保育（年長組）、水泳教室、梨狩り 8月: おとまり保育（5歳児）、梨狩り

5月: 保護者会、保育公開、健康診断、笹巻き作り、節句会 5月: 親子遠足、歯科検診

6月: 歯科検診、かしわもち作り、水泳教室 6月: 節句会（慶友会）、保育一日体験

11月: 保育公開 11月: 保育公開、交通安全教室、やきいも大会

12月: 餅つき、クリスマス会、個人懇談 12月: もちつき大会（慶友会）、クリスマス会

9月: 運動会、祖父母会、保育公開 9月: 老人福祉施設訪問、あそぼうＤＡＹ

10月: 親子交流会、山登り、健康診断、サンマ焼き 10月: 運動会、内科検診、園外活動（山のぼり）

・全保育室床暖房を完備し、子育て支援室・一時保育室も有ります。
・毎月1回、大津地区にある老人施設を訪問しています。
・毎月、誕生会、身体測定、避難訓練を実施しています。
・マーチング、和太鼓など様々な音楽活動をしています。
・3歳児以上児は、夏期間水泳教室（スイミングスクール）で指導を受けていま
す。
・外部から講師を招き、体操教室を毎月実施しています。（３～５歳児）
・地域の中高生や高齢者との交流の機会を持っています。
・交通安全教室を実施しています。
・お子さんの健康状態に応じて、アレルギー除去食等実施しています。

・毎月、誕生会、身体測定、避難訓練を実施しています。
・静かな環境で、子どもたちが楽しくのびのびと生活できるように配慮していま
す。
・周辺には豊かな自然があり、戸外にも多く出かけていきます。
・地域の人とのかかわりを多くもち、思いにふれたり、つながりをもちながら保
育しています。
･絵本のよみきかせを大切にしています。
・畑で野菜を育てたり、クッキング等を通じて食への関心を深めていきます。

3月: お別れ子ども会、ひなまつり会、卒園式 3月: ひなまつり、お別れ遠足、卒園式

・延長保育
　標準時間（18:15～19:15）、保育短時間（7:15～8:15、16:15～19:15）
・一時保育（8:30～17:00）
・障がい児保育
・育児相談
・在宅親子支援（行事等の時園開放）

・延長保育　　標準時間（平日　18：15～19：15）　　　               　　（土曜　18：15～18：30）
　　　　　　　　  保育短時間（平日　7：15～8：15、16：15～19：15）　 （土曜　18：15～18：30）
・特別支援（障がい児）保育
・一時保育（平日　8:30～16:30）
・在宅親子の保育体験（平日9:00～11:30）
･給食試食（要予約）　　　・育児相談
・親子クッキング教室・離乳食教室･子育て講演会

1月: 正月遊び 1月: 雪山あそび、あそびの交流（伝承あそび）

2月: 生活発表会、雪遊び（年長組）、節分会 2月: 節分、生活発表会
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保育所概要 保育所概要
　 　

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) (短時間) 8:30～16:30

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 年間行事予定

利用可能サービス 利用可能サービス

その他 その他

いずもすまいるほいくえん いずもすみれほいくえん

出雲スマイル保育園 出雲すみれ保育園

住所:
〒693-0021

塩冶町1192番2

TEL: 0853-25-7590
住所:

〒693-0021
塩冶町971-1

URL: http://www.izumo-smilehoikuen.jp URL: http://izumo-smile.jp

E-Mail: izumo.smile@snow.ocn.ne.jp E-Mail: ①smile326@joy.ocn.ne.jp　②smile@izumo-smile.jp

TEL: 0853-24-1122

FAX: 0853-25-7590 FAX: 0853-24-2265

定員: 30名

（平成 31年 4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで （平成16年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで

設置主体:
社会福祉法人
愛和福祉会

定員:  70 名 設置主体:
社会福祉法人
出雲すみれ福祉会

開所時間: 7:30～18:30

建物面積: 495.42 ㎡ 7:30～18:30 建物面積: 164.27㎡ 7:30～18:30

8:30～16:30 

敷地面積: 1,714.65 ㎡ 開所時間: 7:30～18:30 敷地面積: 944.11㎡

4月: 新年度開始 4月: 入園の会

6月: 老人ホーム慰問、交通安全教室 5月: 親子遠足、健康診断、節句の会

施設長、主任、保育士(17名）、子育て支援員(5名） 施設長、保育士、子育て支援員、放課後児童支援員
事務職員、保育助手、調理員、看護師
医師　内科医（1名）、歯科医（1名）　＊嘱託

栄養士･調理員(2名）、事務員（2名）

医師　内科（1名）、歯科（1名）　※嘱託医

【保育理念】集団生活の中で一人ひとりの能力を最大限に発揮させ、豊かな人
間性を持った子どもを育成する。
【保育方針】楽しい保育ー自然に笑顔の溢れる環境作りに努める。

【保育目標】
＜優しい心＞
・愛情に満ちた環境の下で健やかに育てる
・人の役に立つ喜びを体感させて思いやりの心を育てる
＜強い体と心＞
・楽しく遊びながら体力作りをする
・自分を信じ、最後まで挑戦する強い心を育てる
＜豊かな発想力＞
・保育活動の中で、豊かな感性と発想力を育てる
・自分の考えを実行できるように見守る

保育所の方針:
・健康的で情緒の安定した環境の中で、子供の自己を十分に発揮できる、心身
ともにたくましい発育をはかる保育をします。
・園児の発育に大切な食育においては地産地消を取り入れ、旬の食材、安全
な食材を使用してバランスの取れた食事を提供します。
・日々の保育においても戸外遊びやリズム遊び等を取り入れ、子どもの年齢や
個々の発育にあわせた保育をします。
・近くの幼稚園や小学校及び敬老会など地域の方々と交流をしながら人との交
わりや思いやりの心を育て、心身ともに豊かな子どもを育てる保育に心がけま
す。

8月: 高西北夏まつりに参加 9月: お月見会・お団子作り

9月: 団子作り 10月: 親子運動会、健康診断、秋まつり

親子遠足、内科検診、歯磨き指導、保育参観とクラス懇談会 6月: 歯科検診

7月: 七夕会、プール開き、サンレイク 7月: 七夕会

12月: クリスマス会　 1月: 歯科検診

1月: 内科検診、初詣(塩冶神社） 2月: 豆まき会、恵方巻き作り、ミニ発表会

10月: 歯科検診、運動会、さつまいも収穫、個人面談 11月: 七五三会、秋の遠足

11月: 生活発表会 12月: クリスマス発表会

・延長保育　18:30～19:00 ・一時保育（7:30～18:30）
・延長保育（18:30～25:00）
・休日保育（7:30～18:30）・一時保育　（月～金）　8:30～16:30

・育児相談

・毎月　誕生会、身体測定、避難訓練、お弁当の日を実施
・スイミング（３～５歳児）：島根スイミングスクール
・文字・数字で遊ぼう（３～５歳児）：講師
・体操教室（３～５歳児）：ジョイナススポーツクラブ
・英語教室（３～５歳児）：講師

●毎月、誕生会、身体測定、避難訓練、クッキング、ピアニカの日（4,5歳児）、
よさこい(3～5歳児)、弁当の日を実施しています。
●ゆうプラザ行きや野菜の苗植え・収穫、芋掘り、梨狩りなどの体験をします。
●25時を過ぎられた場合は別途料金を集金させていただきます。
  （25：01～25：30　1,000円。以下30分ごとに1,000円増額。)

2月: 豆まき、お別れ遠足 3月: ひな祭り会、お別れ遠足、お別れクッキング、卒園式

3月: ひなまつり、卒園式

延長時間 日額料金
1時間 ¥300
2時間 ¥400
3時間 ¥500
4時間 ¥600
5時間 ¥700
6時間 ¥800

6時間30分 ¥900
¥1,000

延長保育料金表

18：31～19：30
19：31～20：30
20：31～21：30
21：31～22：30
22：31～23：30
23：31～24：30
24：31～25：00
25：00以降

降園(登園)の時間
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保育所概要 保育所概要
　 　

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) 8:00～16:00 (短時間) 8:30～16:30

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 年間行事予定

利用可能サービス 利用可能サービス

その他 その他

はまやまあおいほいくえん えんやほいくえん

浜山あおい保育園 えんや保育園

住所:
〒693-0005
天神町111-1

TEL: 0853-23-8825
住所:

〒693-0022
上塩冶町1751-4

URL: http://www.hamayama.ed.jp URL: http://www.enyahoikuen.com

E-Mail: aoi@hamayama.ed.jp E-Mail: izumo@enyahoikuen.com

TEL: 0853-22-6528

FAX: 0853-23-8826 FAX: 0853-22-6532

定員: 100名

（平成19年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで （昭和52年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで

設置主体:
社会福祉法人
浜山福祉会

定員: 170名 設置主体:
社会福祉法人
えんや福祉会

施設長、保育士（29名）・子育て支援員（2名)
看護師（2名）・栄養士(１名）・調理師（2名）・調理員（1名）・その他（4名）
医師（内科1名・歯科1名）

施設長、保育士（22名）、事務員（1名）
看護師（1名）、栄養士（2名）、調理員（2名）
医師　内科医（1名）、歯科医（1名）

乳幼児期には、かぎりなく手づくりで、きれいなもの、
やさしいもの、ていねいなもの、気持ちがなごむようなもの、
いっぽうでは実生活の知恵を学んだり、
心臓がとびだすのではないかと思うほどの冒険、わくわくどきどき体験、
そういうものやことにできるだけ多くふれさせてあげたいと願っています。
このような方針を年齢に応じて実現させながら、
一日一日を大切に過ごします。
「食」を基本と考え、こだわりぬいています。
浜山あおい保育園の理念は『愛情・信頼・丁寧』です。
あいことばは『手をつなごう　みんななかよし』です。
保育のコンセプトは、おもちゃと絵本と相撲です。
ちょっとひとあじちがう保育をめざしています。

〔保育方針〕
　　　・一人一人の心身の状態を把握し、思いを受け止め、丁寧に関わる
　　　・発達を理解し、遊びの環境を整え、あそび込める保育をする

〔保育目標〕
　　　心と身体が健康で、いきいきと生活する子どもを育成する

〔めざす子ども像〕
　　　・元気よく友だちと遊べる子ども
　　　・思いやりのある子ども
　　　・自分で考えて行動する子ども

4月: 入園の集い、お花見茶会　 4月: 入園お祝いの会、親子遠足（3・4・5歳児）、クラス懇談会

開所時間: 7:15～18:15

建物面積: 881.81㎡ 7:00～18:00 建物面積: 791.50㎡ 7:15～18:15

敷地面積: 2,813.23㎡ 開所時間: 7:00～18:00 敷地面積: 2,160.00㎡

7月: 七夕会 7月: たなばたまつり、プールびらき、保育参加(通年）

8月: 氏神さん夏祭り参加　　　　　　　　 8月: おとまり保育(5歳児）

5月: 内科検診、　保育計画説明会、荒神様のお祭り 5月: クラス懇談会

6月: 笹巻作り、保育公開、育児講座、相撲大会（夏場所）、歯科検診 6月: 歯科健診、内科健診、ちまき作り

11月: 保育公開、育児講座、懇談会、ボランティアデ-、給食試食会 11月: おいもパーティー、交通安全教室            

12月: クリスマス会、給食試食会、懇談会、発表会 12月: ほかほかひろば、クリスマス会、おもちつき

9月: 祖父母会、懇談会 9月: 運動会

10月: 運動会、芋掘り、あおいこども祭り、お餅つき、相撲大会（秋場所） 10月: 芋掘り、歯科健診、内科健診、親子遠足（0・1・2歳児）

１．特別な夢の部屋があります。
　・絵本室に2000冊の絵本
　・北欧のおもちゃ
　　あおい保育園の、ほぼすべてのおもちゃが北欧のものです。色が美しく、
    お子さんの発達段階にあったものを準備しています。保育士は研鑽を重ね、
    おもちゃソムリエです。
2．冷暖房、駐車場完備
3．毎月おこなうもの　誕生会、身体測定、避難訓練

自然に恵まれた塩冶神社の近くに位置し、散歩等の活動を多く取り入れ、元気
な心と体作りをしています。

　・毎月誕生会・身体計測・避難訓練を実施しています。
　・年間を通して、クラス毎に保育参加（給食試食・懇談会）を行います。
　・クッキング、野菜作りなどを通して、食育に取り組んでいます。
　・のびのびタイム（歌、運動遊び）を毎週行います。
　・わくわくキッズ（巡回運動指導）を4・5歳児は毎月実施しています。

3月: ひな祭り会、卒園の会 3月: ひなまつり、お別れ遠足、卒園式

・延長保育（18:00～19:00）   　 　・特別支援（障がい児）保育
・一時保育　　　　　　　　　　     　　 ・給食試食会
・育児講座
・病後児保育
・育児相談（来園相談、電話相談、メール相談）

・延長保育（18:15～19:15）
・特別支援（障がい児）保育
・一時預かり事業（月～金　8:30～16:30）
・育児相談

1月: お正月会、作品展、相撲大会（初場所） 1月: いのちの楽習（５歳児親子）、ふれあいすこやかゼミナール

2月: 節分会、保育報告会 2月: 豆まき、雪あそび
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保育所概要 保育所概要
　 　

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) 8:30～16:30 (短時間) 8:30～16:30

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 年間行事予定

利用可能サービス 利用可能サービス

その他 その他

ひかりほいくえん ひまわりだい1ほいくえん

ひかり保育園 ひまわり第1保育園

住所:
〒693-0021
塩冶町338-1

TEL: 0853-21-3808
住所:

〒693-0005
天神町870-2

URL: www.seiryuhkai.com URL: http://www.w-himawari.or.jp/daiichihoikuen

E-Mail: s.hikari-h@m1.izumo.ne.jp E-Mail: dai1@h-himawari.net

TEL: 0853-22-5172

FAX: 0853-21-3898 FAX: 0853-22-3911

定員: 100名

（平成17年4月開設）  ＊生後8週経過から就学前まで （昭和48年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで

設置主体:
社会福祉法人
星隆会

定員: 60名 設置主体:
社会福祉法人
ひまわり福祉会

施設長、保育士（17名）、その他（2名）
栄養士（3名）、事務員（1名）
医師 内科医（1名）、歯科医（1名）＊嘱託医

施設長、保育士（26名）
看護師（1名）、栄養士・調理員（4名）
医師（内科・歯科・耳鼻科）、事務員等（4名）

《保育方針》
・家庭的な雰囲気の中で子どものあるがままの姿を受けとめ、愛情を持ってあた
たかく対応する。
・子どもたち一人ひとりをしっかり見つめ心を寄り添わせ見守っていく保育を心が
ける。
・家庭との連携を密にし、お互いに学びあい育ちあえる関係を作る。
・保護者支援、地域の子育て支援に積極的に取り組む。
・子ども自身が心と体を大切にする方法を身につける事ができる保育を心がけ
る。

 《目指す子ども》
・丈夫で元気な子ども
・優しく思いやりのある子ども
・命を大切にする子ども

＜運営方針＞
･保育を通して子どもの発達権を保障し、同時に母親の就労権をまもる。
･保育園の民主的管理と運営を確立し、職員の生活と権利を守り、自主的で創
造性を生かした実践をする。
･地域における保育のセンターとなるよう保育内容の向上に努める。

＜めざす子ども像＞
・じょうぶで元気な子ども　　　　　・よく遊べる子ども
・ともだちを大切にする子ども　　・自分で考え行動できる子ども
・困難に負けず正しいことをやりぬく子ども

＜保育方針＞
・子どもの「意欲」を大切にし、全身を使ってのあそびと生活を通し、人間らしい
感覚、運動機能をうながす。
・土と水と太陽・本物の食べ物を保障し、豊かな感性を培う。
・給食はできる限り安全な素材を使い、和風献立を中心にしています。

4月: 入園・進級のつどい、保護者会総会 4月: 入園のつどい、親子遠足

開所時間: 7:00～18:00

建物面積: 963.16㎡ 7:15～18:15 建物面積: 1,230.15㎡ 7:00～18:00

敷地面積: 2,192.59㎡ 開所時間: 7:15～18:15 敷地面積: 2,997.15㎡

7月: プール開き、七夕会、夏まつり会 7月: プール開き、夏祭り

8月: おとまり保育、梨狩り 8月: キャンプ

5月: 健康診断、親子遠足、耳鼻科検診 5月: 公開保育、保護者会総会

6月: 歯科検診、ちまき作り 6月: ぎょう虫検査、笹巻き作り、人形劇鑑賞

11月: 焼きいも、保護者会(勉強会）、消防署来園、ひも落とし会、英語発表会 11月: 保護者会バザー、芋煮会、講演会

12月: クリスマス会、きらきら発表会、おもちつき会 12月: もちつき、クリスマス会

9月: 交通安全指導 9月: 祖父母保育公開日、梨がり、お月見会、子育て講演会

10月: 健康診断、運動会、親子山登り、いもほり 10月: 運動会、保護者会交流会、年長三瓶登山

・毎月:誕生会、身体測定、避難訓練、剣道、お弁当の日、ひかりクリーンデー、
リサイクル活動、保育園開放日（ひだまり広場）、ミュージックケア
・月2回:英語
・クラス懇談会
・老人施設訪問交流、小中高校生保育体験
・お子さんの健康状態によってアレルギー除去食を実施

・毎月、誕生会、身体測定、避難訓練・お弁当の日を実施
・クラス懇談会、公開給食、離乳食実習、アレルギー除去食実施
・園医さんによる内科、歯科、耳鼻科検診実施
・地域の高齢者との交流
・中高生保育体験実施
・保護者会と保育園が協力・共同で子育てをしています。

3月: ひな祭り会、ごちそうパーティー、お別れ遠足、卒園式 3月: ひな祭り、公開保育(リズム)、お別れ会、卒園式

・延長保育（18:15～19:15）
・特別支援（障がい児）保育
・育児相談
・一時預かり事業（ 8:30～16:30）

・子育て支援事業:育児相談、行事への招待交流
・延長保育:（平日18:00～19:00）
・一時保育:該当の年齢クラスで保育します
・特別支援（障がい児）保育

1月: 歯科検診、寒稽古、とんどさん 1月: とんど祭

2月: 豆まき、雪遊び、保護者会（茶話会） 2月: 豆まき、雪遊び
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保育所概要 保育所概要
　 　

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) 8:30～16:30 (短時間) 8:30～16:30

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 年間行事予定

9月: お月見会、保護者会交流会、稲刈り、梨狩り

10月: 運動会、年長三瓶登山、さんま焼き

11月: 保護者会バザー

12月: クリスマス会、餅つき会

1月: そば打ち会、健康診断

2月: 豆まき、雪あそび（そり、スキー）、公開保育、歯科検診

利用可能サービス 利用可能サービス

その他 その他

ひまわりだい2ほいくえん 　こしひまわりほいくえん

ひまわり第2保育園 古志ひまわり保育園

住所:
〒693-0021

塩冶町869ー1

TEL: 0853-23-5978
住所:

〒693-0031
古志町2450-1

TEL: 0853-23-1504

FAX: 0853-23-7655 FAX: 0853-23-1505

URL: http://www.w-himawari.or.jp URL: http://www.w-himawari.or.jp

E-Mail: dai2@h-himawari.net E-Mail: koshi＠ｈ-himawari.ｎｅｔ

定員: 90名

（昭和55年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで （平成19年2月開設） ＊生後8週経過から就学前まで

設置主体:
社会福祉法人
ひまわり福祉会

定員: 110名 設置主体:
社会福祉法人
ひまわり福祉会

開所時間: 7:00～18:00

建物面積: 981.25㎡ 7:00～18:00 建物面積: 854.75㎡ 7:00～18:00

敷地面積: 3,330.36㎡ 開所時間: 7:00～18:00 敷地面積: 1,712.20㎡

施設長、保育士（25名）
看護師（1名）、栄養士・調理員（4名）
嘱託医（内科1名・歯科1名・耳鼻科1名）

施設長、保育士（26名） 保育補助（1名）
看護師（1名）、栄養士・調理員（5名）
園医（3名）

＜運営方針＞
･豊かな情緒、丈夫な体、主体的に生きる子どもを育てる。
・保育を通して子どもの発達権を保障し、同時に母親の就労権をまもる。
･保育園の民主的管理と運営を確立し、職員の生活と権利を守り、自主的で創
造性を生かした実践をする。
･地域における保育のセンターとなるよう保育内容の向上に努める。
＜めざす子ども像＞
・じょうぶで元気な子ども　　　　　・よく遊べる子ども
・ともだちを大切にする子ども　　・自分で考え行動できる子ども
・困難に負けず正しいことをやりぬく子ども
＜保育方針＞
・子どもの「意欲」を大切にし、全身を使ってのあそびと生活を通し、人間らしい
感覚、運動機能をうながす。
・土と水と太陽・本物の食べ物を保障し、大自然の恵みをたっぷり受け、豊かな
感性を培う。
・子どもの発達を保障し、描画、リズムを通して科学的な保育をすすめていく。
・給食はできる限り安全な素材を使い、和風献立を中心にしています。

（運営方針）
･豊かな情緒、丈夫な体、主体的に生きる子どもを育てる。
・保育を通して子どもの発達権を保障し、同時に母親の就労権を守る。
・保育園の民主的管理と運営を確立し、職員の生活と権利を守り、自主的で創
造性を生かした実践をする。
･地域における保育のセンターとなるよう保育内容の向上に努める。
（めざす子ども像）
･じょうぶで元気な子ども     　　　 ・よく遊べる子ども
・友だちを大切にする子ども        ･自分で考え行動できる子ども
・困難に負けず正しいことをやりぬく子ども
（保育方針）
・子どもの意欲を何よりも大切にし、全身を使ってのあそびと生活を通し、
人間らしい感覚、運動機能を促していきます。
・土と水と太陽の恵みをたっぷり味わい、豊かな感性を培うようにしていま
す。
・子どもの発達を保障し、描画、リズム運動を通して科学的な保育をすすめて
います。
・給食はできる限り安全な食材を使い和風献立を中心にしています。

4月: 入園のつどい 4月: 入園のつどい、遠足、耳鼻科検診

5月: 親子遠足・田植え 5月: 演劇鑑賞、田植え

6月: 公開保育・人形劇鑑賞・健康診断・歯科検診・耳鼻科検診 6月: 笹巻作り、公開保育、健康診断、歯科検診

7月: プール開き、夏祭り 7月: プール開き、夏祭り

8月: 保護者会レクリェーション

9月: 年長児三瓶登山・稲刈り

10月: 運動会

11月: 保護者会バザー

12月: クリスマス会・餅つき会

1月: 保護者会もちつき会 ・健康診断・歯科検診

2月: 雪遊び・豆まき

・延長保育（平日18:00～19:00）
・特別支援（障がい児）保育
・一時保育（平日8:30～17:00）
・育児相談（来所相談・電話相談・メール相談）

・延長保育（18:00～19:00）
・休日保育（8:00～18:00）
・一時保育
・特別支援（障がい児）保育
・育児相談（来所相談・電話相談・メール相談）
・行事への参加

＊毎月誕生会、身体測定、避難訓練、お弁当の日を実施
＊年に2～3回クラス別に懇談会、レクリェーション、公開給食離乳食実習、アレ
ルギー除去食も実施しています。
＊嘱託医による内科・歯科・耳鼻科検診実施
＊中高生保育体験実施
＊老人施設訪問
＊保護者会と保育園と協力・共同で子育てをしています。
＊県内の14園で交流保育をしています。

＊毎月、誕生会・身体測定・避難訓練・お弁当の日を実施
＊クラス懇談会・公開給食・離乳食実習・アレルギー除去食実施
＊内科・歯科・耳鼻科検診
＊小中高生保育体験実施
＊保護者会と保育園が協力・共同で子育てをしています

3月: ひな祭会、お別れ会、卒園式、新入園児健診

3月: 公開保育・ひな祭り・お別れ会・卒園のつどい
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保育所概要 保育所概要
　 　

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) 8:00～16:00 (短時間) 8:00～16:00

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 年間行事予定

利用可能サービス 利用可能サービス

その他 その他

かんどほいくえん かんどだい2ほいくえん

神門保育園 神門第Ⅱ保育園

住所:
〒693-0032
下古志町475

TEL: 0853-21-0846
住所:

〒693-0037
西新町3丁目1-2

URL: http://www.kando-h.ed.jp URL: http://kando-h.ed.jp/kan02/

E-Mail: kando@kando-h.ed.jp E-Mail: kandodai2@kando-h.ed.jp

TEL: 0853-24-6331

FAX: 0853-21-6777 FAX: 0853-23-8585

定員: 80名

（昭和62年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで （平成15年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで

設置主体:
社会福祉法人
神門福祉会

定員: 110名 設置主体:
社会福祉法人
神門福祉会

施設長、保育士（22名）、看護師（1名）
栄養士（2名）、調理員（2名）、事務員（1名）
医師：内科（1名）、歯科（1名）、耳鼻科（1名）　＊非常勤

施設長、保育士（20名）、
看護師（1名）、栄養士（2名）、調理員（1名）
医師　内科（1名）、歯科（1名）、耳鼻科（1名）　＊非常勤

◎保育目標
心身ともに健全で集団生活に適応し、自主創造の精神に富み、
情操豊かな子どもに育成する。
1．健康でいきいきした子ども
2．友だちと過ごすことを喜び、友だちのことも考えられる子ども
3．自分でしっかり考えて行動できる子ども
4．豊かな感性と表現力を持った子ども
5.　最後まで諦めず、やり通す子ども

◎経営方針
・活気と躍動に満ちた保育園づくりにつとめる。
・子ども一人一人の個性を尊重した保育を推進する。
・子どもの自主性を大切にし、達成感を体感できる保育を推進する。
・地域や家庭との連携を密にし、相互信頼に基づく保育を推進する。
・専門職として意識し、常に学び続けようとする気持ちを持ち続ける。

◎保育目標
心身ともに健康で、集団生活に適応し、自主創造の精神に富み、情操豊かな
子どもを育成する。

◎理想とする子ども像
・健康でいきいきした子ども
・友達と過ごすことを喜び、友だちの事も考えられる子ども
・自分でしっかり考えて行動できる子ども
・豊かな感性と表現力を持った子ども
・最後まであきらめず、やりとおす子ども

◎経営方針
・活気と躍動に満ちた保育園作りにつとめる。
・子ども一人一人の個性を尊重した保育を推進する。
・子どもの自主性を大切にし、達成感を体感できる保育を推進する。
・地域や家庭との連携を密にし、相互信頼に基づく保育を推進する。
・専門職として意識し、常に学び続けようとする気持ちを持ち続ける。

4月: 入園進級式、内科検診 4月: 入園式

開所時間: 7:00～18:00

建物面積: 1,006.28㎡ 7:00～18:00 建物面積: 733.39㎡ 7:00～18:00

敷地面積: 3,328.93㎡ 開所時間: 7:00～18:00 敷地面積: 2,550.45㎡

8月: キャンプ（5歳児）、海遊び、川遊び、1日体験保育 7月: プール開き、七夕まつり

9月: 老人施設との交流、1日体験保育、試食会（１歳児） 8月: 年長キャンプ、海あそび

6月: 5月: 親子遠足、耳鼻科検診

7月: プール開き、七夕まつり、1日体験保育 6月: 公開保育、内科検診、歯科検診.笹巻作り

公開保育、家庭訪問、慶人会との交流、歯科検診、耳鼻科検診（４・５歳児）　

12月: クリスマス会、もちつき、そばうち 11月: 味噌作り、歯科検診

1月: 雪遊び（スキー・そり）、試食会（５歳児） 12月: クリスマス会、もちつき会、そばうち、味噌作り

10月: 運動会、1日体験保育、試食会（3歳児） 9月: 芋ほり

11月: 味噌作り、歯科検診、1日体験保育 10月: 運動会、内科検診

・毎月、誕生会、身体測定、避難訓練を実施します。
・クラス別懇談会を年3回程度実施します。

・毎月、誕生会・身体測定・避難訓練を実施しています。
・1年に2～3回各クラスの懇談会も行っています。
・全保育室・遊戯室、冷暖房（乳児室は床暖房も）完備です。
・1年に1回全クラス公開給食を行っています（懇談会を含む）。
・年間を通して随時1日保育体験を行っています。

3月: 公開保育、お別れ会、卒園式

・延長保育（18:00～19:00）
・一時保育（9:00～17:00）
・特別支援（障がい児）保育
・育児相談

・延長保育（18:00～19:00）   ・保育体験　・一時保育
・特別支援（障がい児）保育　・育児相談（来所相談、電話相談）

2月: 節分会、慶人会との交流 1月: 雪遊び

3月: 公開保育、お別れ会、卒園式 2月: 節分会、慶人会との交流会
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保育所概要 保育所概要 令和２年４月１日開園
　 　

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) 8:00～16:00 (短時間)

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 年間行事予定

利用可能サービス 利用可能サービス

その他 その他

FAX: 0853-22-7282 FAX  ：　0853-23-8800

はまやまほいくえん はまやまあまつひほいくえん

浜山保育園 浜山あまつひ保育園
〒693-0052

松寄下町 461-1
住所:

〒693-0054
浜町90-1

TEL: 0853-22-1612
住所:

URL: http://www.hamayama.ed.jp URL: http//www.hamayama..ed.jp

E-Mail: info@hamayama.ed.jp E-Mail: amatsuhi@hamayama.ed.jp

TEL　：　0853-23-8828

定員:  60名

（昭和54年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで （令和２年４月開設） ＊生後8週経過から就学前まで

設置主体:
社会福祉法人
浜山福祉会

定員: 120名 設置主体: 浜山福祉会

園長、保育士等（39名）
保健師・看護師（2名）、栄養士・調理員（4名）
医師　（2名）

施設長、保育士（21名）
看護師（1名）、栄養士(1名）・調理師（1名）・調理員（1名）
医師（内科1名・歯科1名）

浜山保育園の理念は『愛情・信頼・丁寧』です。
あいことばは『手をつなごう　みんななかよし』です。

乳幼児期には、かぎりなく手づくりで、きれいなもの、やさしいもの、ていねいなもの、
気持ちがなごむようなものにできるだけ多くふれさせてあげたいと考えています。
また、一方では実生活の知恵を学んだり、心臓が飛び出すのではないかと思うほど
の冒険やワクワクドキドキ体験をさせてあげたいと願っています。

このような方針を年齢に応じて実現させながら、一日一日を大切に過ごしています。
ほかとはちょっとひと味違う保育を目指して、今日もみんなで一生懸命がんばってい
ます！
　
具体的な保育の特徴
0.1.2歳児は、穏やかに心が落ち着く保育
3.4.5歳児は、心と身体を鍛える保育（相撲教室、リズム運動、道徳教育、座禅会）

乳幼児期には、かぎりなく手づくりで、きれいなもの、
やさしいもの、ていねいなもの、気持ちがなごむようなもの、
いっぽうでは実生活の知恵を学んだり、
心臓がとびだすのではないかと思うほどの冒険、わくわくどきどき体験、
そういうものやことにできるだけ多くふれさせてあげたいと願っています。
このような方針を年齢に応じて実現させながら、
一日一日を大切に過ごします。
「食」、「体幹」、「五感」のはぐくみを基本におきます。
浜山あまつひ保育園の理念は『愛情・信頼・丁寧』です。
あいことばは『手をつなごう　みんななかよし』です。
保育のコンセプトは、おもちゃと絵本と相撲です。
ちょっとひとあじちがう保育をめざしています。

4月: 入園の集い、お花見茶会 4月: 入園の集い、お花見茶会　

開所時間:

7:00～18:00

建物面積: 1,272.60㎡ 7:00～18:00 建物面積: 1,149.16㎡ 7:00～18:00 

8:00～16:00

敷地面積: 4,597.67㎡ 開所時間: 7:00～18:00 敷地面積: 6,380.46 ㎡

7月: 七夕会、氏神さん夏祭り参加 7月: 七夕会

8月: 座禅会 8月: 氏神さん夏祭り参加　　　　　　　　

5月: 保育公開、クラス懇談会 5月: 内科検診

6月: 相撲大会（夏場所）、笹巻きづくり、育児講座 6月: 笹巻作り、保育公開、育児講座、相撲大会（夏場所）、歯科検診

11月: 保育公開、育児講座、クラス懇談会、ボランティアデイ 11月: 保育公開、育児講座、懇談会、ボランティアデ-、給食試食会

12月: クリスマス会、おもちつき、給食試食会、懇談会、発表会 12月: クリスマス会、給食試食会、懇談会、発表会

9月: お月見会、運動会 9月: お月見会

10月: 相撲大会（秋場所）、芋掘り、クラス懇談会 10月: 運動会、いもほり、あまつひ祭り、餅つき大会　相撲大会

★園舎は第24回しまね景観賞を受賞した園舎です！
★給食のこだわり
　　1　完全米飯給食（有機玄米（完全無農薬）を食べています）
　　2　無添加（調味料に至るまで全て無添加です）
　　3　牛乳は飲みません
　　4　アレルギーのあるお子さんへの除去食を実施しています
★絵本室「おはなしのくに」に2,000冊の絵本があります
★しつけ教室とＮＯメディア運動を展開しています
★相撲とマーチングやってます！

１．令和２年４月１日開園しました。
　園庭と園舎一体型設計の保育園です。なかよしの坂を登って、ヤッホーの丘に
到着すると、真ん前に北山の弥山さんが・・・
わくわくどきどきの楽しい日々を過ごしています。
２．おもちゃ
　あまつひ保育園の、ほぼすべてのおもちゃが北欧とドイツのものです。色が美しく、
  お子さんの発達段階にあったものを準備しています。保育士は研鑽を重ね、
  おもちゃソムリエです。
３．冷暖房、駐車場完備
４．毎月おこなうもの　誕生会、身体測定、避難訓練

3月: ひな祭り会、卒園の会 3月: ひな祭り会、卒園の会

・延長保育（短時間の方16:00～19:00、標準時間の方18:00～19:00）
・一時預かり                       ・特別支援（障がい児）保育
・育児講座                          ・父母、祖父母なごみ会
・育児相談（来園相談、電話相談、メール相談）
・給食試食会　　　　　　 　　  　・在宅親子支援（どれみ学級）

・延長保育（18:00～19:00）   　 　・特別支援（障がい児）保育
・一時保育　　　　　　　　　　     　 ・給食試食会
・育児講座
・育児相談（来園相談、電話相談、メール相談）

1月: 相撲大会（新春場所）、お正月会、作品展 1月: お正月会、作品展、相撲大会（初場所）

2月: 節分会 2月: 節分会

11

http://www.hamayama.ed.jp/
http://www.hamayama.ed.jp/
http://www.hamayama.ed.jp/
http://www.hamayama.ed.jp/
http://www.hamayama.ed.jp/
http://www.hamayama.ed.jp/
http://www.hamayama.ed.jp/
http://www.hamayama.ed.jp/
http://www.hamayama.ed.jp/
http://www.hamayama.ed.jp/
http://www.hamayama.ed.jp/
http://www.hamayama.ed.jp/
http://www.hamayama.ed.jp/
http://www.hamayama.ed.jp/
http://www.hamayama.ed.jp/
http://www.hamayama.ed.jp/
http://www.hamayama.ed.jp/
http://www.hamayama.ed.jp/
http://www.hamayama.ed.jp/
http://www.hamayama.ed.jp/
http://www.hamayama.ed.jp/
mailto:info@hamayama.ed.jp
mailto:info@hamayama.ed.jp
mailto:info@hamayama.ed.jp
mailto:info@hamayama.ed.jp
mailto:info@hamayama.ed.jp
mailto:info@hamayama.ed.jp
mailto:info@hamayama.ed.jp
mailto:info@hamayama.ed.jp
mailto:info@hamayama.ed.jp
mailto:info@hamayama.ed.jp
mailto:info@hamayama.ed.jp
mailto:info@hamayama.ed.jp
mailto:info@hamayama.ed.jp
mailto:info@hamayama.ed.jp
mailto:info@hamayama.ed.jp
mailto:info@hamayama.ed.jp
mailto:info@hamayama.ed.jp
mailto:info@hamayama.ed.jp
mailto:info@hamayama.ed.jp
mailto:info@hamayama.ed.jp
mailto:info@hamayama.ed.jp
http://www.hamayama.ed.jp/
mailto:info@hamayama.ed.jp


保育所概要 保育所概要
　 　

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) 8:30～16:30 (短時間) 8:30～16:30

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 年間行事予定

利用可能サービス 利用可能サービス

その他 その他

あすなろほいくえん あすなろだい2ほいくえん

あすなろ保育園 あすなろ第2保育園

住所:
〒693-0006
白枝町394-1

TEL: 0853-21-4848
住所:

〒693-0006
白枝町1337-8

URL: http://www.asunaro‐izumo.or.jp URL: http://www.asunaro‐izumo.or.jp

E-Mail: asunaroh@sirius.ocn.ne.jp E-Mail: asunaro2@world.ocn.ne.jp

TEL: 0853-21-7188

FAX: 0853-21-9362 FAX: 0853-21-7678

定員: 220名

（昭和46年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで （平成19年2月開設） ＊生後8週経過から就学前まで

設置主体:
社会福祉法人
あすなろ会

定員: 240名 設置主体:
社会福祉法人
あすなろ会

施設長、保育士（48名）、看護師（2名）、小学校教諭（1名）、管理栄養
士・栄養士・調理員（5名）、子育て支援員（6名）
医師　内科医（1名）、産業医（1名）、歯科医（1名）

施設長（社会福祉士）・保育士（43名）、保健師・看護師（3名）・養護教
諭（1名）、小学校教諭（1名）、管理栄養士・栄養士・調理員（5名）、子育
て支援員（2名）
医師　内科医（1名）、歯科医（1名）、産業医（1名）　＊非常勤

◎０歳から１００歳にいたるまでの様々な世代の人々が、日常生活でごく自然にふれあ
い、様々な体験、経験をとおして、世代を超えたあたたかさや心のゆとりを感じ、思いやり
の気持ちや優しさの芽を育んでいきます！！
◎子どもたちは、豊かに伸びていくたくさんの可能性をそのうちに秘めています。その子ど
もたちが、現在を最もよく生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うことをめざしてい
ます。
・明るく素直な子どもに育てます。
・元気でのびのびした子どもに育てます。
・誰とでも仲良く遊べる子どもに育てます。
・感謝の心、いたわりの心をもつ子どもに育てます。
・自然を愛し、生き物を大切にする子どもを育てます。
◎広い園庭が２つあり、たくさんの遊びができる大型遊具ディノワールドを設置していま
す。また、天然の芝生が敷いてあり大きい築山もあります。そして、近くのお散歩コース、
遊歩道ではマラソンをして体力作りをしています。田園風景が広がる身近な自然豊かな環
境を活かし、子どもたちはのびのびと育っています。
◎毎日食べる給食は、有機栽培の野菜、お米、米粉を使用したパンなど食材も厳選し、野
菜たっぷりの食事と手作りのおやつを毎日提供しています。
◎体操あそび（水泳含む）、リズムあそび、英語あそび（外国人と日本人の２人講師）、お
茶（作法）、習字等多彩な教育プログラムを実施しています。
◎音楽活動や造形活動も充実しています。

◎０歳から１００歳にいたるまでの様々な世代の人々が、日常生活でごく自然にふれあ
い、様々な体験、経験をとおして、世代を超えたあたたかさや心のゆとりを感じ、思いやり
の気持ちや優しさの芽を育んでいきます！！
◎子どもたちは、豊かに伸びていくたくさんの可能性をそのうちに秘めています。その子ど
もたちが、現在を最もよく生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うことをめざしてい
ます。
・明るく素直な子どもに育てます。
・元気でのびのびした子どもに育てます。
・誰とでも仲良く遊べる子どもに育てます。
・感謝の心、いたわりの心をもつ子どもに育てます。
・自然を愛し、生き物を大切にする子どもを育てます。
◎毎日食べる給食は、有機栽培の野菜、仁多米、米粉を使用したパン、牛乳など食材も
厳選し、野菜たっぷりの食事・くだものや手作りのおやつを心を込めて提供しています。
◎体操あそび（水泳含む）、リズムあそび、英語あそび（外国人と日本人の２人講師）、お
茶（作法）、習字等多彩な教育プログラムを実施しています。
◎音楽活動や造形活動も充実しています。
◎たくさんの絵本や図鑑をそろえ、毎日の絵本の読み聞かせも大切にしています。また、
保護者向けの貸し出しもあります。

4月: 入園お祝い会、よもぎつみ、よもぎだんご作り、交通安全マスコット配布 4月: 入園お祝い会、よもぎつみ、おやき作り、春の交通安全指導

開所時間: 7:00～18:00

建物面積: 2,154.54㎡ 7:00～18:00 建物面積: 1,774.85㎡ 7:00～18:00

敷地面積: 5,907.14㎡ 開所時間: 7:00～18:00 敷地面積: 3,247.90㎡

7月: プール開き会、あすなろ七夕まつり 7月: プール開き、七夕会、あすなろ七夕まつり

8月: プール遊び 8月: 第2保育園夏まつり

5月: 子ども会、親子遠足、内科検診、個人懇談会 5月: 子ども会

6月: あすなろっこお楽しみ会、ささまき作り、さつま芋苗植え、歯科検診、保育公開 6月: あすなろっこお楽しみ会、笹巻き作り、さつま芋苗植え、内科検診、歯科検診、保育公開

11月: 2000人の吹奏楽、七五三会、保育公開 11月: 2,000人の吹奏楽、七五三会、保育公開

12月: あすなろクリスマス発表会、もちつき会 12月: あすなろクリスマス発表会、もちつき

9月: 敬老会、交通安全マスコット配布、お月見会 9月: 敬老会、お月見会、秋の交通安全指導、親子遠足

10月: 芋ほり、内科検診、運動会、保育公開 10月: 芋掘り、内科検診、あすなろ合同運動会、保育公開

・０歳児、１歳児各年齢2部屋2クラスでのびのびと保育をしています。
・５歳児は就学に向けて、小学校と同様、一人ひとりの個人机を使います。
・広々とした遊戯室では、鉄棒やマット運動など自由に遊べる環境を作り、体力作りにも力
を入れています。
・トイレは閉塞感がなく、明るく温かみのある作りになっています。
・保育室や絵本の部屋にはたくさんの絵本や図鑑があります。読み聞かせの時間も大切
にしています。
・毎月、誕生会（保護者招待）・身体測定・避難訓練を実施しています。
・広い園庭と駐車場があります。
・室内、屋外に計19個のカメラを設置し、子どもさんの安全や防犯を強化しています。
・あすなろ会は、各種の「働きやすい」認定を取得し、スタッフがいきいきと働いています。

・０歳児、１歳児クラスは十分な保育室と屋外テラスを完備。２歳児から５歳児クラスは各クラス２
部屋ずつでノビノビと保育をしています。
・５歳児は就学に向けて、小学校同様、一人ひとり個人机を使います。
・幼児教育棟では、３階の多目的室（幼児教育向上プログラム室）にて、ボルダリング・スラックラ
イン・卓球・サーキット運動、器械体操、ボール運動等体力向上となる各種プログラムを楽しみま
す。
・水族館トイレや森の動物園トイレがあり、「トイレに行きたくなるトイレ」です。
・広々した遊戯室と多目的室（２室）で、悪天候でも元気いっぱいに運動あそびをします。
・毎月、誕生会（保護者招待）・身体測定・避難訓練を実施しています。
・たくさんの遊びができる大型遊具完備の広い園庭と駐車場があります。
・室内、屋外に計15個のカメラを設置し、安全や防犯を強化しています。
・あすなろ会は、各種の「働きやすい」認定を取得し、スタッフがいきいきと働いています。

3月: ひな祭り会、ジャガイモ苗植え、お別れ会、卒園式 3月: ひな祭り会、じゃが芋苗植え、お別れ会、卒園式

・延長保育（18:00～19:00）　　　 ・特別支援（障がい児）保育
・一時預かり保育   ・乳児保育
・休日保育（8:00～18:00）
・在宅親子支援「親子ふれあい教室」
（◎毎月第1・第3水曜日10:00～実施　◎第３水曜日ご希望の方に食事体験あり）
・育児相談（電話相談・来園相談）
※保育園見学も行っています。お電話でお問い合わせ下さい。

・延長保育（18:00～19:00）   　 ・特別支援（障がい児）保育
・一時預かり保育　　　　　　　　 ・病児保育事業（病後児保育）
・休日保育（8:00～18:00）
・在宅親子支援「親子ふれあい教室」
(毎月第2・第4月曜日10:00～実施・第2月曜日、ご希望の方に食事体験あり)
・育児相談（電話相談・来園相談）

1月: とんどさん、初顔合わせ、保育公開 1月: とんどさん、初顔合わせ 

2月: 節分、雪あそび、個人懇談会 2月: 節分、雪あそび、保育公開
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保育所概要 保育所概要
　 　

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) 8:30～16:30 (短時間) 8:15～16:15

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 年間行事予定

クリスマス会、もちつき、内科検診

利用可能サービス 利用可能サービス

その他 その他

わたりはしほいくえん おおつかほいくえん

わたりはし保育園 おおつか保育園

住所:
〒693-0004
渡橋町662

TEL: 0853-23-1592
住所:

〒693-0063
大塚町790-1

URL: http://watarihashi-hoikuen.jp URL: http://www.izumo.ne.jp/~oh/index.html

E-Mail: info@watarihashi-hoikuen.jp E-Mail: oh@m1.izumo.ne.jp

TEL: 0853-23-4384

FAX: 0853-23-1602 FAX: 0853-21-7294

定員: 190名

（平成14年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで （昭和53年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで

設置主体:
社会福祉法人
わたりはし保育園

定員: 120名 設置主体:
社会福祉法人
おおつか福祉会

施設長、副園長、保育士（25名）、事務（1名）
看護師（2名）、栄養士（2名）、調理員（2名）、保育助手（4名）
医師　内科（1名）、歯科（1名）、耳鼻科（1名）　＊非常勤

施設長、保育士（常勤40名・非常勤14名）
看護師（2名）、栄養士（3名）、調理員（2名）、事務（1名）
医師　内科医（1名）、歯科医（1名）、産業医(1名）　＊嘱託

◇よりよい環境の中で、心身の調和をはかり、健康で豊かな人間性と創造性
の芽を養う
　●よく見、よく聞き、よく考え身体で感動できる子ども
◇自然の命を大切にし、自然と共に生きる子どもを育てる
　●土・砂・水などに体当たりできる子ども
　●いのちあるものへの思いやりをもつ子ども

◎一人ひとりの子どもの内にある意思、感情、思考の調和を尊重しつつ、人と
人とのあいだにある意思、感情、思考を大切にしています。
◎「ことば」を大切に。「ことば」の中に存在する思いを体験を通して感じることを
心がけています。

◎保育理念
・体温の通い合う愛情に満ちた環境のもとで生き生きと意欲的な保育を創造し
ます。
・子ども一人ひとりの「人権と主体性」を尊重し、子どもの幸福のために最善を
つくします。
◎保育方針
・生き生きと意欲的にあそべる子どもを育てる
・豊かな感性を育て、創造性の芽生えを培う
・喜んで話したり、聞いたりする態度や豊かな言葉を育む
◎保育目標
・子どもたちの心身の調和的発達をはかり、よりよい未来をつくり出す力の基礎
を養う。
1．元気な子
2．ともだちとあそべる子
3．やる気のある子

4月: 出会いの会、クラス懇談 4月: これからよろしくねの会、保護者会総会

開所時間: 7:15～18:15

建物面積: 976.32㎡ 7:00～18:00 建物面積: 1,595,97㎡ 7:15～18:15

敷地面積: 2,695.08㎡ 開所時間: 7:00～18:00 敷地面積: 2,618.23㎡

7月: プール開き、夏まつり 7月: 夏祭り、内科検診、そうめん流し

8月: 動物見学 8月: やまめのつかみ取り

5月: 親子活動、愛育会総会、節句会 5月: 離乳食調理実習、尿検査、耳鼻科検診

6月: 公開保育、歯科検診、福寿会交流会、内科検診 6月: ささまきづくり、歯科検診、プール開き

11月: 紐落とし会、お芋パーティー、内科検診、耳鼻科検診 11月: いもほり、紐落し会

12月: クリスマス会、もちつき会 12月:

9月: 親子活動、さんま焼き、梨狩り、お月見会 9月: 子育て講演会、祖父母参観、総合避難訓練、離乳食調理実習

10月: 運動会、山登り、木の実ひろい、芋ほり 10月: 運動会、梨狩り、さんま焼き、お泊り保育

・毎月のお誕生会、身体測定、避難訓練
・3歳以上児は月2回アメリカ人英語講師の英語体験を通じて交流します。
・4,5歳児は月2回ジョイナススポーツクラブによる体操教室があります。身体の
柔軟　性を育てる事で大きな怪我を防ぎます。

＊毎月、誕生会・身体測定・避難訓練を実施しています。
＊年2～3回のクラス懇談を行っています。
＊一日保育士体験
＊月1回の〝お弁当の日〟には遠足などの園外保育を行っています。
＊全保育室冷暖房を完備しています。（0,1,2歳児保育室床暖房）
＊お子さんの健康状態に応じて、アレルギー用の除去食等を実施しています。
＊その他、畑作りやクッキング、地域の方との交流、小学生や中学生、老人
ホーム等の方との交流も行っています。

3月: 雛祭り、お別れ遠足、お別れの集い 3月: ひなまつり会、卒園式

・延長保育:18:00～20:00    休日保育:8:00～18:00
・一時保育、障がい時保育
・保育園体験、育児相談:「わたりはしっ子クラブ」　＊第1,3水曜日10:00～11:00
（要事前電話予約）
・育児相談（療育相談）（要事前電話予約）

・延長保育（18:15～19:15）    ・在宅親子支援「みんな広場」・「園庭開放」
・一時保育　　　　　　　　　      ・特別支援（障がい児）保育
・保育体験                         ・育児相談
・お子さんの健康状態に応じてアレルギー除去食等実施
・病後児保育（対象者:出雲市内にお住まいのおおむね10歳未満のお子さん・
出雲市外にお住まいで、市内の保育所、幼稚園、小学校に在籍中のお子さん）

1月: とんど祭り 1月: とんどまつり、三瓶雪遊び

2月: 生活発表会、節分 2月: 節分、ありがとうの会、みそ作り
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保育所概要 保育所概要
　 　

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) 8:30～16:30 (短時間) 8:00～16:00

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 年間行事予定

利用可能サービス 利用可能サービス

その他 その他

おやまほいくえん さとがたほいくえん

おやま保育園 さとがた保育園

住所:
〒693-0051
小山町618-1

TEL: 0853-23-6008
住所:

〒693-0064
里方町750-1

URL: http://oyama-ns.jp URL: http://www.satogata.ed.jp

E-Mail: oyama-dn@galaxy.ocn.ne.jp E-Mail: info@satogata.ed.jp

TEL: 0853-21-4517

FAX: 0853-25-2292 FAX: 0853-25-0213

定員: 140名

（昭和49年1月開設） ＊生後8週経過から就学前まで （昭和54年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで

設置主体:
社会福祉法人
小山福祉会

定員: 120名 設置主体:
社会福祉法人
里方福祉会

園長、副園長、保育士
栄養士、調理員
園医　（内科1名、歯科1名）

園長、主任保育士、保育士
栄養士、調理員
医師＊非常勤 　内科、歯科、耳鼻咽喉科

基本理念　「慈」

保育方針
　心身ともに健やかな子どもに育てる
　　　　なかよく、正しく、すこやかに

保育目標『浄く、明るく、正しく、直く』を柱に″こころも体ものびのびと笑顔あふれる明るい
保育園″を保護者と共にめざしています。
　創設以来、地域に根ざした機能を果たすと共に家族を大事にする家庭的な雰囲気を今
でも保育の中に残しつつ、人と人とのつながりを大切にしています。
めざす子ども像
　◎外で元気にあそぶ、さとがたっ子　　　  ◎あいさつをすすんでする、さとがたっ子
　◎豊かな感性を育くむ、さとがたっ子　　　◎ふるさとのよさをふれ合いを通して発見、体
験する、さとがたっ子
特色ある保育
　◎自然体験を通して、たくましい心と体の育成
　　・登山、雪遊び、芋ほり、散歩など
　◎年齢に応じた保育・親子活動の展開
　　・元気アップタイム、一日保育体験など
　◎地域交流
　　・幼少中交流、コミュニティセンターの活動に参加、お年寄りさんとのクリスマス会など
　◎日本文化の継承
　　・神社参拝、茶道体験など
　また、時代の流れにも添いながら、新しい保育ニーズにも応えていきたいと思っています。

4月: お花見 4月: 入園式、　内科検診

開所時間: 7:00～18:00

建物面積: 810.23㎡ 7:00～18:00 建物面積: 905.03㎡ 7:00～18:00

敷地面積: 1,776.5㎡ 開所時間: 7:00～18:00 敷地面積: 3,768.37㎡

7月: プールびらき、七夕 7月: たなばた祭り

8月: サマーパーティー 8月: 高浜ふるさと祭り

5月: 花まつり 5月: 遠足、耳鼻科検診

6月: 健康診断、歯科検診 6月: 虫歯予防デー、歯科検診、プール開き、交通安全教室

11月: 健康診断 11月: 歯科検診、鼻高山山頂登山

12月: 発表会、もちつき、成道会、クリスマス会 12月: クリスマス会、もちつき

9月: 総合避難訓練 9月: 高浜地区民体育祭、防火教室、老人ホーム訪問

10月: 運動会、ハロウィン 10月: 運動会、ミニ遠足、内科検診、芋ほり

毎月の行事:誕生会、身体測定、避難訓練、月参りとお茶会、キットビクス 、音
楽指導、英語で遊ぼう

・園舎は冷暖房完備、床暖房をしています。
・毎月の誕生会、身体計測、避難訓練、クッキング、畑作りをしています。
・アレルギー対応、除去食を実施

3月: ひなまつり、修了式 3月: ひな祭り、お別れ会、卒園式、お茶会

・一時保育
・延長保育
       標準時間　（18：00～19：00）　短時間 （7：00～8：30、16：30～19：00）
・育児相談（来所相談、電話相談）

・延長保育（18:00～19:00）    ・障がい児保育
・一時保育（7:30～18:00）　　 ・育児相談
・地域交流                         ・園舎開放
・子育て短期支援事業、ショートステイ・トワイライトステイ
・休日保育

1月: もち焼、交通安全指導 1月: とんど祭り、雪遊び

2月: 節分、涅槃会 2月: 節分祭り、生活発表会
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保育所概要 保育所概要
　 　

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) 8:00～16:00 (短時間) 8:30～16:30

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 年間行事予定

利用可能サービス 利用可能サービス

その他 その他

ほくようほいくえん かなでほいくえん

ほくよう保育園 かなで保育園

住所:
〒693-0071
稲岡町372

TEL: 0853-31-8839
住所:

〒693-0062
中野町862

URL: http://www.izumohokuyou.ed.jp URL: https://www.cc-aira.or.jp/

E-Mail: hokuyou@izumohokuyou.ed.jp E-Mail: kanade@cc-aira.or.jp

TEL: 0853-31-5163

FAX: 0853-31-8778 FAX: 0853-31-5423

定員: 110名

（平成21年4月開設）  ＊生後8週経過から就学前まで （平成３０年４月開設） ＊生後8週経過から就学前まで

設置主体:
社会福祉法人
出雲北陽

定員: 120名 設置主体:
社会福祉法人
あい來福祉会

施設長、保育士（26名）
看護師（1名）、栄養士（4名）
医師　内科（1名）、歯科（1名）、眼科（1名）　＊嘱託

施設長、保育士
看護師、栄養士、調理員、事務員
医師（小児科医1名）（歯科医1名）

◎心もからだも健康で情操豊かな子ども
●丈夫でたくましい子ども
●思いやりのある子ども
●自分で考え工夫して遊べる子どもの育成を目指し、家庭や地域社会と連携
を密にしながら日々の保育を行っています。
■子ども一人ひとりを大切にする保育、豊かな心とたくましく生きる力の育みを
願って保育に努めています。
■地域の高齢者の方や在宅親子との交流・支援を、コミセンを中心とする地域
の方とともに行い、様々な人の思いにふれる社会体験も重視しています。
■年齢・発達をふまえた感動体験、本物体験を大切に、保育所ならではの自
然な形での異年齢児とのふれあい・つながりがもてるよう心がけています。

【保育方針】
・異年齢の友だちと直接的・間接的交流をもちながら心穏やかに過ごしたり、そ
の中で自分の気持ちや考えを伸び伸びと表出できるよう、支援する。
・日常的な経験を重ねながら、生活に必要な力を身に着けたり発揮したりでき
るよう、丁寧なかかわりを心がける。
・様々な体験を通して、心も体もたくましく、健康な子どもを育成する。
【保育目標】
・人と人のつながりや温かさを感じたり心地よく過ごせる場や環境を保障しなが
ら伸び伸びと自己表現のできる心身共に健康な子どもを育成する。

4月: はじまりの式、春の遠足、保護者会総会 4月: 新年度初め　・クラス懇談会

開所時間: 7:00～18:00

建物面積: 912.50㎡ 7:00～18:00 建物面積: 825.38㎡ 7:00～18:00

敷地面積: 3,066.31㎡ 開所時間: 7:00～18:00 敷地面積: 1,932.94㎡

7月: 七夕、保育公開日・試食会（2.5歳児クラス） 7月: 夏まつり 　・プール開き

8月: 夏まつり、保育公開日・試食会（1.4歳児クラス）、おたのしみ保育（5歳児） 8月: プールあそび　・お泊り保育

5月: 交通安全教室、保育公開日・試食会（0.3歳児クラス） 5月: 親子バス遠足・苗植え、種まき　・内科検診

6月: プール開き 6月: 保育公開　・歯科検診

11月: 保育公開日（0,1歳児クラス） 11月: 保育公開　・豚汁大会　・七五三おめでとう会　・内科検診

12月: クリスマスパーティー、発表会（3,4,5歳児） 12月: クリスマス会

9月: 祖父母保育公開 9月: 運動会

10月: 運動会 10月: 芋ほり　・やきいも大会

●送迎時の駐車場、全保育室の冷暖房を完備（一部床暖房）しています。
●お子さんの健康状態に応じて、アレルギー用除去食等実施しています。

・毎月・・・誕生会、身体測定、避難訓練を実施しています。
・全保育室・廊下・・・冷暖房完備

3月: ひな祭り、卒園式、お別れ会、保護者説明会 3月: ひなまつり　・お別れ遠足　・卒園式

・乳児保育
・障がい児保育
・延長保育（18:00～19:00）
・一時保育（7:30～18:00）
・在宅親子支援（さくらんぼクラブ）、子育て相談、園庭開放

・延長保育（１８：００～１９：００）
・一時預かり（８：３０～１６：３０）
・育児相談（来所相談・電話相談・メール相談）

1月: もちつき、とんど祭り、保育公開日（4,5歳児クラス） 1月: 正月あそび

2月: まめまき、発表会（0,1,2歳児）、個人懇談会、保育公開日（2,3歳児クラス） 2月: 節分（豆まき）　・生活発表会
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保育所概要 保育所概要
　 　

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) 8:00～16:00 (短時間) 8:00～16:00

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 年間行事予定

利用可能サービス 利用可能サービス

その他 その他

なかのほいくえん いずもさんさんほいくえん

なかの保育園 出雲サンサン保育園

住所:
〒693-0082

中野美保南3丁目1-1

TEL: 0853-22-5222
住所:

〒699-0822
神西沖町1315

URL: http://www.izumohokuyou.ed.jp URL: http://sunsun.keijukai.jp

E-Mail: nakano@izumohokuyou.ed.jp E-Mail: sanhoiku@mx.miracle.ne.jp

TEL: 0853-43-7033

FAX: 0853-22-7492 FAX: 0853-43-7833

定員: 60名

（昭和49年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで （平成16年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで

設置主体:
社会福祉法人
出雲北陽

定員: 140名 設置主体:
社会福祉法人
恵寿会

施設長、保育士（30名）
看護師（1名）、栄養士（3名）、調理員（1名）
医師　内科（1名）、歯科（1名）、眼科（1名）　＊非常勤

施設長、保育士（24名）、保育助手（1名）、事務員（1名）
栄養士（1名）、調理委託（栄養士1名・調理員1名）
医師　内科医（1名）、耳鼻科医（1名）、歯科医（1名）　＊非常勤

◎心もからだも健康で情操豊かな子ども
●丈夫でたくましい子ども
●思いやりのある子ども
●自分で考え工夫して遊べる子ども
の育成を目指し、家庭や地域社会と連携を密にしながら日々の保育を行って
います。
■子ども一人ひとりを大切にする保育、豊かな心とたくましく生きる力の育みを
願って保育に努めています。
■地域の高齢者の方や在宅親子との交流・支援を、コミセンを中心とする地域
の方とともに行い、様々な人の思いにふれる社会体験も重視しています。
■年齢・発達をふまえた感動体験、本物体験を大切に、保育所ならではの自
然な形での異年齢児とのふれあい・つながりがもてるよう心がけています。

保育所の方針:「よく寝、よく食べ、よく遊ぶ」
＊保護者の方と共に、子ども達の発達を保障し、生きる力を育てます。
＊五感を養い、感性を育てます。
　・太陽、風、水、砂と土に親しみます。
　・砂場等戸外遊びをはじめ、自然を求め、散歩等も積極的に行います。
　・旬の食材・安全な食材の味を生かし、バランスのとれた食事をします。
　・発達に応じたリズム運動をする事により、運動・感覚機能を高めます。
＊日本の文化・伝統芸能を始め、よい演劇を観たり音楽を聴いたりします。
　 また、日々の歌や絵本などもよい物を選び、文化的な保育に心がけます。
＊同年齢・異年齢の交流をはじめ、地域の方、高齢者の方、障害を持った方、
他園の子ども達との交流の中で、交わる力を育て、地域に根ざした保育を して
いきます。

4月: 入園式、保育公開・クラス懇談会、交通安全教室 4月: 入園式、親子遠足

開所時間: 7:00～18:00

建物面積: 862.32㎡ 7:00～18:00 建物面積: 647.00㎡ 7:00～18:00

敷地面積: 2,618.23㎡ 開所時間: 7:00～18:00 敷地面積: 4,647.00㎡

7月: 七夕、あそびのひろば 7月: プール開き、夏祭り

8月: お泊り保育（5歳児） 8月: 川遊び、海遊び、卒園児交流梨狩り

5月: なかのっこまつり、保護者会総会 5月: 田植え

6月: プール開き、保育公開日・クラス懇談会 6月: 保育公開

11月: 祖父母保育公開日、保育公開・食事体験、親子活動 11月: 秋のコンサート、収穫祭

12月: 発表会、クリスマス会 12月: クリスマス会、餅つき会

9月: 運動会、保育公開・食事体験 9月: 稲刈り、祖父母保育参観・懇談会

10月: 芋ほり、親子活動、保育公開・食事体験 10月: 運動会

●送迎時の駐車場、全保育室の冷暖房を完備(一部床暖房)しています。
●お子さんの健康状態に応じて、アレルギー用除去食等実施しています。
●H15年に改築し、バリアフリーを念頭に置き、子どもたちが生き生きと生活で
きる生活環境を考慮しています。

・医療体制が整っている出雲サンホーム地域サービスセンターソレイユと併設、
緊急時の対応が可能です。
・広い駐車場を完備しています。
全保育室冷暖房完備しています。（乳児室・遊戯室床暖房）
・保護者懇談会を年3回程度実施します。（給食懇談会を含む）
・誕生日に誕生会をします。
・毎月、身体測定、避難訓練、弁当の日（夏季除く）を実施します。

3月: 卒園式、お別れ会、お別れパーティー、ひなまつり、保護者説明会 3月: お祝会、卒園式    ＊その他　季節行事、年長行事等

・一時預かり事業「もも組」
・特別支援（障がい児）保育
・延長保育（18:00～19:00）
・在宅親子支援
・育児相談

・延長保育  （標準：18:00～19:00）  （短時間：7：00～8：00/16：00～19：00）
・一時預かり保育（9:00～16:00）　半日900円　一日1,800円
・育児相談（電話・来園）　事前連絡にて土日受付
・障がい児保育
・乳児保育
・子育て支援 (サンサンへ行こう!!）

1月: ほかほかお楽しみ会 1月: とんどさん、雪遊び、味噌作り

2月: まめまき、個人懇談会 2月: 保育公開、演劇鑑賞
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保育所概要 保育所概要
　 　

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) 8:00～16:00 (短時間) 8:00～16:00

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 年間行事予定

利用可能サービス 利用可能サービス

その他 その他

にしぞのほいくえん そとぞのほいくえん

西園保育園 外園保育園

住所:
〒693-0041
西園町329

TEL: 0853-28-0137
住所:

〒693-0042
外園町204-1

URL: http://nishizono.info URL: http://sotozono-h.or.jp

E-Mail: nishizono-h.812@leaf.ocn.ne.jp E-Mail: sotozono-h1941@bz03.plala.or.jp

TEL: 0853-28-0237

FAX: 0853-28-2578 FAX: 0853-28-0244

定員: 50名

（昭和28年9月開設） ＊生後8週経過から就学前まで （昭和54年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで

設置主体:
社会福祉法人
西園保育園

定員: 75名 設置主体:
社会福祉法人
外園福祉会

園長、保育士（22名）、事務員（1名）
看護師（1名）、栄養士（3名）、調理員（1名）
医師　内科医（1名）、歯科医（1名）＊嘱託

施設長、保育士（15名）、保育補助（1名）、事務員（1名）
栄養士（1名）、調理員（1名）
医師：内科（1名）、歯科（1名）　＊非常勤

◎保育方針
・子どもが健康で安定した生活ができる環境を用意し、自己を十分に発揮しな
がら活動することにより、健全な心身の発達を図る。
・家庭や地域との連携を図り、保護者の協力のもとに家庭養育の補充を行う。
・養護と教育が一体となって豊かな人間性を持った子どもを育成する。
◎保育目標
・たくましい子ども
・思いやりのある子ども
・思いを表現できる子ども
◎特色ある取り組み
・日本の伝統文化である和太鼓指導をしています。（5歳児）
・園周辺の豊かな自然環境の中で、園外保育を積極的に行っています。
・地域の伝統文化に関わる活動や地域の方との農業体験などを行っていま
す。

○子どもたちが安心して過ごせる生活環境の場を保障し、情緒の安定と豊か
な感性を育みます。
○理論に沿った運動を継続していくことで、健康な身体と体力を養います。
○骨が発達する年頃を大切にし、食と運動の両面からしっかりとした骨づくりを
進めます。
○幼児バスを利用した野外保育を充実し、自然体験活動を通して、創造力や
探究心を育みます。
○基本的な生活習慣を養い、自立にむけての生きる力の基礎づくりをします。
○家庭とのつながりを密にし共通理解を深めながら、子どもの発達を共同して
促していきます。

4月: 入園の集い、花まつり 4月: 保護者会総会、親子ふれあい活動、内科健診　夏野菜苗植え

開所時間: 7:00～18:00

建物面積: 770.10㎡ 7:00～18:00 建物面積: 378.15㎡ 7:00～18:00

敷地面積: 2,581.00㎡ 開所時間: 7:00～18:00 敷地面積: 1,922.65㎡

7月: 夏まつり、プール開き、ぶどう狩り、七夕会 7月: プール開き、はまっこドンドンまつり

8月: お泊まり会、水泳大会 9月: お泊り保育（5才児）、梨狩り

5月: 親子遠足、田植え、なかよし運動会 5月: 笹巻作り（和光園交流行事）、親子活動（0.1歳児）芋苗植え

6月: クラス懇談会、芋苗植え、笹巻き作り、救急法講習会、親子活動 6月: 歯科検診、救急法講習、親子活動（2.3歳児）

11月: 紐落とし会、防火パレード 12月: おもちつき、クリスマスお楽しみ会

12月: うきうき発表会（３歳以上児クラス）、クリスマス会、餅つき会 1月: お久しぶりねの会（1年生交流会）

9月: ほのぼの会（祖父母行事）、野菜の種まき、稲刈り 10月: はまっこ運動会、ハロウィンパーティー、味覚市（和光園交流行事）、芋ほり

10月: 親子運動会、秋の遠足、芋掘り、登山、梨狩り 11月: 内科健診、離乳食教室、親子活動（4.5歳児）

・誕生会、食育の日、 身体計測、避難訓練を毎月実施しています。
・歯科検診、内科検診を年２回実施しています。
・茶道、習字、英語あそびを月1回行います。（5歳児）
・体操教室を月1回行います。（4、5歳児）
・全保育室、遊戯室冷暖房完備です。（0、1歳児保育室は床暖房完備です。）
・保護者を対象に半日保育士体験を実施しています。

・個人面談（全クラス対象）
・地域の方や和光園（養護老人ホーム）との交流行事
・毎月、誕生会（保護者招待）、発育測定、避難訓練
・英語であそぼうの日を実施（月２回）
・体操教室を実施（月1回）
・全保育室冷暖房完備
・休日園庭開放（9時～17時まで）

3月: ひなまつり会、お別れパーティー、お別れ遠足、卒園式

・延長保育（標準18:00～19:00、短時間7：00～8：00、16：00～19：00）
・一時保育（8:30～16:30）
・障がい児保育
・乳児保育（生後8週経過後）
・育児相談
・在宅親子支援

・延長保育
　　　（・標準保育時間　18:00～19:00　　　・　短時間保育　保育時間の前後）
・一時保育（8:30～17:30）
・障がい児保育
・育児相談（来園相談、電話相談）

1月: お正月あそび、七草がゆ、とんどさん、年長児クラス懇談会 2月: 豆まき会、保護者会総会、雪あそび（4才児）、みそづくり

2月: 節分会、お茶会、うきうき発表会（3歳未満児クラス） 3月: ひなまつり会、修了式、お祝いパーティー
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保育所概要 保育所概要
　 　

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) 8:00～16:00 (短時間) 8:30～16:30

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 年間行事予定

利用可能サービス 利用可能サービス

その他 その他

あらかやほいくえん みなみほいくしょ

荒茅保育園 みなみ保育所

住所:
〒693-0044

荒茅町1021-6

TEL: 0853-28-0940
住所:

〒691-0001
平田町2390-33

URL: http://www.arakayahoikuen.ed.jp URL: http://minami.hirata-hoiku.jp

E-Mail: arky-h@icv.ne.jp E-Mail: h-min2004@io.ocn.ne.jp

TEL: 0853-62-2374

FAX: 0853-28-0508 FAX: 0853-25-8110

定員: 150名

（昭和29年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで （平成16年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで

設置主体:
社会福祉法人
荒茅福祉会

定員: 80名 設置主体:
社会福祉法人
平田保育会

園長、保育士（19名）
栄養士(1名)、調理員（2名）、事務員（1名）、保育補助者（1名）
医師　内科（1名）、歯科（1名）　＊非常勤嘱託医

施設長、保育士（27名）
保健師・看護師（1名）、栄養士（2名）、調理員（2名）
医師　内科（1名）、歯科（1名）　＊嘱託医

家庭や地域社会のニーズに応え、望ましい環境のもと健康で明るく楽しい集団
生活を営ませ、情操豊かな人間形成の芽生えを培う。
1．心身共に健康で明るくたくましい子どもに育てる。
2．自分から積極的に活動しようとする意欲を育てる。
3．友だちとの遊びを通して温かい心情を育てる。

◎保育目標　　～生き生きとした子どもをめざして～
1．丈夫で元気な子ども
2．友だちと仲良くあそべる子ども
3．自分の要求がいえる子ども
4．ものを大切にする子ども
5．根気よく頑張る子ども

Ⅰ．子ども一人ひとりの育ちを見守りながら、年齢に応じた発達過程を踏まえ
た保育を行う。
Ⅱ．保護者との連携を密にし、信頼関係を構築していく。
Ⅲ．地域社会へ出かけ、周囲の自然物や社会資源を活用した保育を行う中
で、「地域の子」として多くの人と関わり、豊な人間関係の中で育つようにする。
★保育目標
・子どもが健康で情操豊に育ち、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培う
＊目指す子ども像＊
　1心身ともに健康な子ども
　2物事への興味や意欲を持ち、進んで取り組もうとする子ども
　3人と関わることを喜び、進んで関わろうとする子ども
　4思ったり感じたりしたことを素直に表現できる子ども

4月: 入園・進級のつどい、公開保育、保護者説明会 4月: 入所のつどい、保護者会総会、保育参加の日

開所時間: 7:30～18:30

建物面積: 599.95㎡ 7:15～18:15 建物面積: 949.50㎡ 7:30～18:30

敷地面積: 1,485.80㎡ 開所時間: 7:15～18:15 敷地面積: 4,296,34㎡

7月: プール開き、なつまつり 7月: プール開き､一式飾り見学（5歳児）､修了児招待日、一日保育士

9月: お泊り保育（5歳児）、敬老会、お月見会、梨狩り、交通安全教室（5歳児） 8月: みなみっこまつり、ふれあいデー（七夕会）、小中学生交流、一日保育士

5月: 春の遠足（コロナ禍のため中止）、芋・野菜苗植え 5月: 春の遠足、家庭訪問

6月: 節句祝い 6月: ふれあいデー（節句会）、一日保育士

12月: クリスマスお楽しみ会、餅つき、大掃除 11月: ひもおとし会、土手すべり（4,5歳児）、一日保育士

1月: 正月あそび、とんどさん、書初め 12月: 発表会、クリスマス会、一日保育士

10月: 運動会、芋ほり 9月: 一日保育士

11月: 七五三祝い、山登り、そばまつり（コロナ禍のため中止） 10月: 運動会、秋の遠足、一日保育士、ふれあいデー（やきいも会）

・毎月身体測定、避難訓練を実施。
・保護者対象に子育てについての離乳食調理実習(0歳児)、懇談会を実施。
・健康診断、歯科検診の実施。
・運動あそびの日（5歳児）の実施、長浜３保育園との交流（5歳児）、
・お子さんの健康状態に応じてアレルギー除去食等実施
・全室冷暖房完備並びにITC化による事務作業効率化

毎月、おあつまり会、誕生会身体測定・避難訓練を実施しています。
保育会他保育所との交流（5歳児）、地域行事参加（5歳児、4歳児）
わくわくデーとして醤油蔵の見学、一畑電車見学、一式飾り見学を実施
お子さんの健康状態に応じてアレルギー除去食等実施しています。
内科、歯科、尿検査を実施しています。
毎月の保育所だより、給食(離乳食)献立表、クラスだよりで様子をお知らせしま
す。

3月: ひなまつり会、ありがとうの会、5歳児親子お別れ会、修了式

・延長保育（標準保育時間　18：15～19：15　短時間保育時間　保育時間の前
後）
・一時預かり保育
・障がい児保育
・育児相談（来園相談、電話相談）

・延長保育（月～金　18:30～19:30）
・一時保育（月～金　8:30～16:30）
・特別支援（障がい児）保育
・保育所開放の日（毎月15日前後）・つぼみｸﾗﾌﾞ（妊婦中心開放日）
・保育所見学（随時）

2月: 節分会、雪遊び、味噌づくり 1月: 新年お茶会、ふれあいデー（とんどさん）、個人面談（4,5歳児）

3月: ひなまつり会、お別れ遠足、お別れ会、卒園式 2月: 節分会、ふれあいデー（もちつき会）
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保育所概要 保育所概要
　 　

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) 8:30～16:30 (短時間)

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 年間行事予定

利用可能サービス 利用可能サービス

その他

ひらたほいくしょ ひらたにゅうじほいくえん

平田保育所 ひらた乳児保育園

住所:
〒691-0001
平田町475-9

TEL: 0853-62-3207
住所:

〒691-0002
西平田町213-2

URL: http://hirata.hirata-hoiku.jp URL: http://hirata-nyuuji.com/

E-Mail: h-hir2009@oasis.ocn.ne.jp E-Mail: info@hirata-nyuuji.com

TEL: 0853-63-3493

FAX: 0853-62-9612 FAX: 0853-63-1988

定員:   12名

（平成21年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで （平成31年4月開設） 生後8週経過から2歳児まで

設置主体:
社会福祉法人
平田保育会

定員: 220名 設置主体:
株式会社
ひらた乳児保育園

開所時間: 7:30～18:30 

建物面積: 1,737.05㎡ 7:30～18:30 建物面積: 294.15㎡ 7:30～18:30

8:30～16：30

敷地面積: 9180.90㎡ 開所時間: 7:30～18:30 敷地面積: 954.40㎡

4月: 入所のつどい 4月: ウォーキング、登山

5月: 遠足、保護者会総会、保育参加の日、夏野菜いも苗植え 5月: 春の遠足

施設長、保育士（43名）
保健師・看護師（1名）、栄養士（1名）、調理員（5名）
医師　内科（1名）、歯科（1名）　＊嘱託医

施設長、保育士（5名）、保育補助（1名）、調理員（2名）、看護師（1名）

Ⅰ．子ども一人一人の育ちを見守りながら、年齢に応じた発達過程を踏まえた
保育を行う。
Ⅱ．保護者との連携を密にし、信頼関係を構築していく。
Ⅲ．地域社会へ出かけ、周囲の自然物や社会資源を活用した保育を行う中
で、「地域の子」として多くの人と関わり、豊かな人間関係の中で育つようにす
る。
★保育目標
・子どもが健康で情操豊かに育ち、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培う。
＊目指す子ども像＊
　1心身ともに健康な子ども
　2物事への興味や意欲を持ち、進んで取り組もうとする子ども
　3人と関わることを喜び、進んで関わろうとする子ども
　4思ったり感じたりしたことを素直に表現できる子ども

【保育目標】
・家庭的な雰囲気の中で、一人一人しっかり見つめ寄り添い見守っていく保育
を心掛けている。
・自然に親しみながら、丈夫な身体になるように心掛けている。
・色々な行事に参加して創造性を高めるように心掛けている。
・大人の肉声で絵本の読み聞かせをし、想像力を豊かな子になるように心掛け
ている。
・旬の食材、地元のものを取り入れバランスのとれた食事を心掛けている。

8月: プール、七夕会、一年生を迎える会 8月: 夏祭り

9月: わくわくデー（野菜収穫・楽園クラブ交流）、運動会 9月: 秋の遠足

6月: ふれあいデー（節句会）、わくわくデー（楽園クラブ交流）、保護者研修 6月: ささとり、ちまき作り、内科検診

7月: プール開き、夕涼み会 7月: 歯科検診、プール開き

12月: クリスマス会、ふれあいデー（もちつき） 12月: クリスマス会、もちつき、内科検診

1月: ふれあいデー（とんどさん・ありがとうの会）、発表会 1月: お茶会

10月: 遠足、ふれあいわくわくデー（さつまいも掘り）、収穫祭 10月: 運動会

11月: 作品展、やきいも会、ひもおとし会 11月: 焼きいも

・延長保育（月～金　18:30～19:30）
・一時保育（月～金　8:30～16:30）
・特別支援（障がい児）保育
・保育所開放（毎月2回）
・保育所見学（随時）
・プレママ開放日（妊婦・0歳のお子さんがいる方対象、5～12月6回）

延長保育18:30～19:00

その他

毎月一回ヤマハ音楽教室の先生に来て頂き、歌の時間を設けています。
月4回ふれんどりーハウスで、リズム運動を行っています。

毎月:誕生会、身体測定、避難訓練
随時:クッキング、5歳児交流保育、幼稚園・小学校との交流
保護者の一日保育士、個人面談の実施、にじいろ倶楽部（保護者同士の交流
の場）
内科、歯科、尿検査、必要に応じてアレルギー除去食の実施

　

2月: 節分会、ア－トフェスティバル参加、わくわくデー（ありがとうの会） 2月: 豆まき

3月: ひなまつり会、5歳児親子お別れ会、修了式 3月: お別れ会

ひらた乳児保育園は、小規模保育事業施設で、

保育年齢０～２歳児のみの受け入れです。

２歳児クラスの卒園児で希望される方は、翌年

平田保育会の各施設(平田・みなみ・わにぶち・

中部・北部)へ継続入所することができます。
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保育所概要 保育所概要
　 　

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) 8:30～16:30 (短時間) 8:15～16:15

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 年間行事予定

利用可能サービス 利用可能サービス

その他 その他

にんていこどもえん　ひかりようほえん ひらたにしほいくえん

認定こども園　光幼保園 ひらた西保育園

住所:
〒691-0003
灘分町266-2

TEL: 0853-63-3681
住所:

〒691-0011
国富町57-1

URL: https://izumo-hikari.com URL: http://www.hit-5.net/~h-hiratanisi

E-Mail: hikari@cyber.ocn.ne.jp E-Mail: hiratanisihoiku@iaa.itkeeper.ne.jp

TEL: 0853-63-7500

FAX: 0853-63-3923 FAX: 0853-63-5556

定員: 70名

＊0歳から就学前まで （平成19年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで

設置主体: 学校法人　光幼稚園 定員: 75名 設置主体:
社会福祉法人
おおつか福祉会

園長、副園長、保育教諭（22名）
栄養士（3名）、調理員（2名）、事務員（2名）
医師　（内科1名、歯科1名）、薬剤師（１名）　＊非常勤

施設長、保育士（20名）
看護師（1名）・栄養士（1名）・調理員（2名）・事務員（1名）
医師　内科医（1名）、歯科医（1名）　＊嘱託医

◎園の理念　ー建学の精神ー
仏教精神による宗教的情操教育を基盤として 豊かな心を育てる教育・保育を
行う

◎園の教育・保育目標
　静と動の調和から　ぬくもりのある感性を育てる

◎めざす子どもの姿
　○心身ともに　明るくすこやかな子ども
　○ありがとうと　感謝をわすれない子ども
　○手をあわせ　やさしくおもいやりのある子ども
　○リズミカルで　活動的な子ども
　○のびのびと　表現豊かな子ども
　〇遊びの中から　楽しいやふしぎを見つけだす子ども

◎保育理念
・体温の通い合う愛情に満ちた環境のもとで生き生きと意欲的な保育を創造し
ます。
・子ども一人ひとりの「人権と主体性」を尊重し、子どもの幸福のために最善を
つくします。
◎保育方針
・生き生きと体を動かし、意欲的にあそべる子どもを育てる
・豊かな感性を育て、創造性の芽生えを培う
・喜んで話したり、聞いたりする態度や豊かな言葉を身につける
◎保育目標
・子どもたちの心身の調和的な発達をはかり、よりよい未来をつくり出す力の基
礎を養う。
1．元気な子
2．ともだちとあそべる子
3．やる気のある子

4月: 入園式、保育公開 4月: 保護者の集い

開所時間: 7:15～18:15

建物面積: 1,342㎡ 7:30～18:30 建物面積: 713.61㎡ 7:15～18:15

敷地面積: 5,218㎡ 開所時間: 7:30～18:30 敷地面積: 2,110.18㎡

7月: 七夕会、プール遊び、よさこい祭り参加 7月: プール開き、内科検診

8月: プール遊び、お泊まり保育、光の園まつり 8月: お泊り保育、そうめん流し、夏まつり

5月: 花まつり、徒歩練習、遠足、個人面談 5月: 親子遠足

6月: 虫歯予防の集い、笹巻会、保育公開、内科検診、歯科検診 6月: 歯科検診、尿検査

11月: 防火教室、やきいも会、報恩講お参り 11月: 芋ほり、焼き芋会、紐落としお祝い会、歯科検診

12月: 剣道（年長）、もちつき会、個人面談 12月: 生活発表会、クリスマス会、もちつき、内科検診

9月: 保育公開、灘分地区民体育祭参加 9月: 敬老会、さんま焼き、梨狩り

10月: 運動会、遠足、給食参観、保育士体験、芋ほり 10月: 運動会、総合避難訓練

○幼稚園と保育園が一体となった認定こども園です
   保育と教育の両面を大切にしています
○地域の皆さんとのつながりを大切にしています
　 小中学生や地域の高齢者の方々との交流活動
○仏教園としてこころを育てます
○お茶席体験・体育教室・英語で遊ぼう（毎月実施しています）
〇２０２０年６月１日から新園舎で保育を開始しています

＊年間を通して伝承行事及び季節行事を取り入れています。
＊クラスごとの親子活動、懇談会を実施し、保育園での取り組みを保護者の方
に体験していただいています。
＊毎月誕生会・身体測定・避難訓練等を実施しています。
＊隣にあるデイサービスセンターの高齢者の方と交流をしています。
＊外部から講師を招き、体育教室・外国人講師と遊ぶ日・和太鼓教室を毎月
実施しています。

3月: お別れ遠足、卒園式 3月: ひなまつり会、おわかれの集い、卒園式

・延長保育(18:30～19:00）
・育児相談（来園相談・電話相談）
・一時保育（8：30～16：30　前後延長あり）

・延長保育（18:15～19:15）　　　　 　   ・一時保育（月～金　9：00～17：00）
・特別支援（障がい児）保育　　　　　 ・休日保育（8：00～18：00）
・保育園体験                           　　・子育て相談

1月: 初釜、剣道（共に年長）、最終保育公開 1月: 新春の集い、とんどさん

2月: 学園祭（りんでんまつり）、まめまき会、アートフェスティバル 2月: 節分会、みんなのアートフェスティバル
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保育所概要 保育所概要
　 　

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) 8:30～16:30 (短時間) 8:30～16:30

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 年間行事予定

利用可能サービス 利用可能サービス

その他 その他

わにぶちほいくしょ ちゅうぶほいくしょ

わにぶち保育所 中部保育所

住所:
〒691-0033

万田町764番地-2

TEL: 0853-31-5101
住所:

〒691-0031
東福町420-1

URL: http://wanibuchi.hirata-hoiku.jp URL: http://chubu.hirata-hoiku.jp

E-Mail: h-wan1969@io.ocn.ne.jp E-Mail: h-tyu1979@io.ocn.ne.jp

TEL: 0853-63-3221

FAX: 0853-31-5102 FAX: 0853-31-4332

定員: 120名

（昭和44年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで （昭和54年4月開設）  ＊生後8週経過から就学前まで

設置主体:
社会福祉法人
平田保育会

定員: 60名 設置主体:
社会福祉法人
平田保育会

施設長、保育士（18名）
栄養士（3名）
医師　内科（1名）、歯科（1名）＊嘱託医

施設長、保育士（23名） 看護師（1名）
栄養士（2名）、調理員（2名）
医師　内科（1名）、歯科（1名）　＊嘱託医

Ⅰ．子ども一人一人の育ちを見守りながら、年齢に応じた発達過程を踏まえた
保育を行う。
Ⅱ．保護者との連携を密にし、信頼関係を構築していく。
Ⅲ．地域社会へ出かけ、周囲の自然物や社会資源を活用した保育を行う中
で、「地域の子」として多くの人と関わり、豊かな人間関係の中で育つようにす
る。
★保育目標
・子どもが健康で情操豊かに育ち、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培う。
＊目指す子ども像＊
　1心身ともに健康な子ども
　2物事への興味や意欲を持ち、進んで取り組もうとする子ども
　3人と関わることを喜び、進んで関わろうとする子ども
　4思ったり感じたりしたことを素直に表現できる子ども

Ⅰ．子ども一人一人の育ちを見守りながら、年齢に応じた発達過程を踏まえた
保育を行う。
Ⅱ．保護者との連携を密にし、信頼関係を構築していく。
Ⅲ．地域社会へ出かけ、周囲の自然物や社会資源を活用した保育を行う中
で、「地域の子」として多くの人と関わり、豊かな人間関係の中で育つようにす
る。
★保育目標
・子どもが健康で情操豊かに育ち、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培う。
＊目指す子ども像＊
　1心身ともに健康な子ども
　2物事への興味や意欲を持ち、進んで取り組もうとする子ども
　3人と関わることを喜び、進んで関わろうとする子ども
　4思ったり感じたりしたことを素直に表現できる子ども

4月: 入所のつどい、保育参加、家庭訪問 4月: 入所のつどい、家庭訪問

開所時間: 7:30～18:30

建物面積: 633.00㎡ 7:30～18:30 建物面積: 984.45㎡ 7:30～18:30

敷地面積: 3,815.00㎡ 開所時間: 7:30～18:30 敷地面積: 5,397.86㎡

7月: プール開き、夏まつり会、修了児招待日 7月: プール開き、わいわいまつり

8月: 小学生交流日・海水浴・国際交流 8月: 修了児交流会、七夕会

5月: 保護者会総会、親子遠足 5月: 保護者会総会、親子遠足

6月: 節句会、歯科検診、内科健診、尿検査 6月: 節句会、歯科検診、内科健診、尿検査

11月: 紐おとし会、防火訓練指導 11月: やきいも会、紐おとし会、防火訓練指導

12月: もちつき会、お楽しみ会、クリスマス会 12月: 餅つき会、クリスマス会、発表会

9月: ままっ子のつどい 9月: 不審者対応訓練、保育参加・子育て講演会

10月: 運動会、内科健診、不審者対応訓練、所外保育（韓竃神社） 10月: 遠足、運動会、内科健診

・毎月、誕生会、身体測定、避難訓練、クッキングを実施しています。
・月1回（1歳児以上）弁当の日があります。
・お子さんの健康状態に応じて、アレルギーのあるお子さんには除去食等を実
施しています。
・地域の方、小学生、在宅親子さんと行事をとおして交流を行っています。
・法人内5施設5歳児交流保育を行っています。
・一日保育士を、保護者を対象に行っています。

・毎月、誕生会、身体測定、避難訓練、クッキングを実施しています。
・月1回（1歳以上）弁当の日があります。
・お子さんの健康状態に応じて、アレルギー用除去食等を実施しています。
・地域の方、小学生、在宅親子さんと行事をとおして交流を行っています。
・法人内5施設5歳児交流保育を行っています。
・一日保育士を、保護者を対象に行っています。

3月: ひな祭り会、年長児小学校訪問、年長児お別れお泊り会、修了式 3月: ひな祭り会、お別れ会、修了式

・延長保育＜標準＞（月～金　18:30～19:30）＜短時間＞（月～金　7:30～
8:30、16：30～19：30）（土　7:30～8:30、16：30～18：30）＊有料
・障がい児保育
・在宅児さん対象事業
　　保育所開放日（月1回程度　10:00～11:15）
　　一時保育事業（月～金　8:30～16:30）＊有料

・延長保育＜標準＞（月～金　18:30～19:30）＜短時間＞（月～金　7:30～
8:30、16：30～19：30）（土　7:30～8:30、16：30～18：30）＊有料
・障がい児保育
・在宅児さん対象事業
　　保育所開放日（月1回程度　10:00～11:15）
　　一時預かり事業（月～金　8:30～16:30）＊有料

1月: お正月あそび、すもう大会、子育て講演会 1月: 新年お茶会、とんどさん、すもう大会、年長児小学校訪問

2月: 豆まき会、縄跳び大会、入所前健康診断 2月: 豆まき会、なわとび大会、入所前健康診断
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保育所概要 保育所概要
　 　

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) 8:30～16:30 (短時間) 8:00～16:00

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 年間行事予定 ※新型コロナウイルスの状況により行事の変更あり。

利用可能サービス 利用可能サービス

その他 その他

ほくぶほいくしょ いずもしりつすさほいくしょ

北部保育所 出雲市立須佐保育所

住所:
〒691-0051

坂浦町2478-1

TEL: 0853-68-0106
住所:

〒693-0503
佐田町須佐1146

URL: http://hokubu.hirata-hoiku.jp URL: http://www.city.izumo.shimane.jp

E-Mail: h-hok1980@io.ocn.ne.jp E-Mail: susa-ns@city.izumo.shimane.jp

TEL: 0853-84-0125

FAX: 0853-68-0108 FAX: 0853-84-0125

定員: 80名

（昭和55年4月開設）  ＊生後8週経過から就学前まで （平成16年2月開設） ＊生後8週経過から就学前まで

設置主体:
社会福祉法人
平田保育会

定員: 20名 設置主体: 出雲市

開所時間: 7:30～18:30

建物面積: 632.50㎡ 7:30～18:30 建物面積: 1,014㎡ 7:30～17:00

敷地面積: 1,522.03㎡ 開所時間: 7:30～18:30 敷地面積: 4,970.27㎡

5月: 親子遠足、保護者会総会、交通安全教室、検尿 5月: 保育公開・窪田保育所交流（いちご狩り、羊の毛刈り）・地域交流（田植え）・親子遠足

6月: ふれあいデー（ちまき作り）、内科・歯科検診、佐香っ子デー（小伊津） 6月: 高齢者交流（笹巻き作り）・保育公開・交通安全教室

施設長、保育士（4名）
栄養士(1名)、保育補助（子育て支援員）（1名）
医師　内科（1名）、歯科（1名）　＊嘱託医

所長・主任・保育士・保育補助員
栄養士・調理員・看護師
園医（内科、歯科）＊嘱託医

Ⅰ．子ども一人ひとりの育ちを見守りながら、年齢に応じた発達過程を踏まえ
た保育を行う。
Ⅱ．保護者との連携を密にし、信頼関係を構築していく。
Ⅲ．地域社会へ出かけ、周囲の自然物や社会資源を活用した保育を行う中
で、「地域の子」として多くの人と関わり、豊な人間関係の中で育つようにする。
★保育目標
・子どもが健康で情操豊に育ち、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培う
＊目指す子ども像＊
1心身ともに健康な子ども
2物事への興味や意欲を持ち、進んで取り組もうとする子ども
3人と関わることを喜び、進んで関わろうとする子ども
4思ったり感じたりしたことを素直に表現できる子ども

　須佐地域の教育力を最大限に活かし、明るく元気な保育所をめざします。

【保育目標】
「豊かな心をもち、生き生きと生活を楽しむ子どもの育成」

【めざす子ども像】
○自ら考え行動する子ども
○元気でのびのびと生活する子ども
○優しく思いやりのある子ども

【保育内容】
○安心して楽しく生活できるように、養護の行き届いた環境を構成します。
○一人一人の良さを生かし、発達の特性に応じた指導や援助を行います。
○保護者と職員が相互理解し、連携して保育・教育を進めていきます。
○地域の自然や伝統文化、人々との交流を大切にし、直接体験を重視した保
育・教育内容を工夫します。

4月: 入所のつどい、家庭訪問 4月: 入所おめでとう・保育公開・保護者会総会

9月: 保育参加の日 9月: 祖父母保育公開・須佐小学校との交流・お月見会

10月: 運動会、内科健診、佐香っ子デー（ふれあい運動会） 10月: 運動会・地域交流（芋ほり・稲刈り）・秋の遠足

7月: ふれあいデー（さざえ漁）、プール開き、ふれあい佐香っ子デー（七夕会） 7月: 七夕会・プール開き・個人懇談・窪田保育所交流（川遊び）

8月: 修了児交流会、佐香地区児童との交流、 8月: 窪田保育所交流（お泊り保育）・そうめん流し

1月: 新年茶会、すもう大会、佐香っ子デー（初詣） 1月: 地域交流（とんどさん）・保育公開（同和教育研修会）・窪田保育所交流（紙すき）

2月: 豆まき会、ふれあいデー（お別れ餅つき会）、佐香っ子デー（三津） 2月: 生活発表会・節分祭

11月: 佐香っ子デー(坂浦)、かもめまつり 11月: 秋まつり・歯磨き指導・不審者対応防犯訓練

12月: クリスマス会、ふれあいデー(一夜干し) 12月: お楽しみ会・高齢者交流（餅つき）・個人懇談

・延長保育（月～金曜日18:30～19:30）
・放課後児童クラブ（月～金曜日9:00～18:00）
・一時保育（月～金曜日8:30～16:30）
・保育所開放日（月1回 10:00～11:00）

・延長保育事業（時間:18:30～19:00）
・一時保育事業（時間:8:00～16:00)※負担金:1日1,800円、半日900円
・障がい児保育
・育児相談
・保育所開放日（月１回）

・毎月、身体測定・避難訓練・誕生会・クッキング・弁当の日を実施しています。
・随時、5歳児交流保育を行っています。
・子どもさんの健康状態に応じてアレルギー用除去食等を実施しています。
・一日保育士や保護者同士の交流の場として北部子育て応援倶楽部を月に1回
しています。

●さだ子育て支援センター設置
●内科検診,歯科検診.耳鼻科検診（3～5歳児）.眼科検診（3～5歳児）の実施
●毎月、誕生会・身体測定・避難訓練を実施
●小中高生や地域の高齢者の方々との交流活動
●園外保育、クッキングの実施
●全保育室冷暖房、床暖完備

3月: ひなまつり会、5歳児親子お別れ会、佐香っ子デー（坂浦）　修了式 3月: ひな祭り会・親子活動（5歳児）・お別れ会・修了式
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保育所概要 保育所概要
　 　

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) 8:00～16:00 (短時間) 8:30～16:30

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 ※新型コロナウイルス感染防止のため、行事を延期・中止にする場合があります。 年間行事予定

利用可能サービス 利用可能サービス

その他 その他

いずもしりつくぼたほいくしょ にんていこどもえん　　　　　　　  たきこどもえん

出雲市立窪田保育所 認定こども園 　多伎こども園

住所:
〒693-0522

佐田町一窪田1430-1

TEL: 0853-85-2224
住所:

〒699-0903
多伎町小田50-5

URL: http://www.city.izumo.shimane.jp URL: http://www.takinosato.jp/

E-Mail: kubota-ns@city.izumo.shimane.jp E-Mail: taki-h@icv.ne.jp

TEL: 0853-86-2711

FAX: 0853-85-2224 FAX: 0853-86-3120

定員: 100名

（昭和58年4月開設） ＊生後8週間経過から就学前まで （平成27年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで

設置主体: 出雲市 定員: 50名 設置主体: 社会福祉法人 多伎の郷

開所時間: 7:30～18:30

建物面積: 617.50㎡ 7:30～17:00 建物面積: 1,624.84㎡ 7:30～18:30

敷地面積: 2,712.00㎡ 開所時間: 7:30～18:30 敷地面積: 7,128.65㎡

5月: 親子遠足、保護者会総会、保小交流開始、須佐保育所交流（いちご狩り・羊の毛刈り体験） 5月: 尿検査、健康診断、芋苗植え・交通安全教室

6月: 高齢者交流、歯磨き指導、保育公開日 6月: かたら団子作り、芝すべり体験、親子遠足・歯磨き指導・プール開き

所長・主任・保育士・保育補助員
看護師・栄養士・調理員
医師：内科・歯科　※非常勤

施設長、主幹保育教諭、保育教諭（16名）
栄養士(1名）調理員（2名）、補助職員（1名）、事務員（1名）
園医　内科（1名）、歯科（1名）

豊かな自然や様々な人との触れ合いを通し,園児・保護者・職員が共に育ち合
える保育所づくりに努めます。
【保育目標】
「心豊かでたくましく、意欲的に活動する子どもの育成」
○元気でたくましい子ども
○自分で考え工夫する子ども
○根気強く取り組む子ども
○友達と仲良くする子ども
【保育内容】
○一人一人の興味関心を大切にしながら幼児期にふさわしい保育に努め主体
性を育てます。
○自然との触れ合いや絵本の読み聞かせなどを通して心の豊かな子どもを育
てます。
○自分の事が自分でできるよう、年齢に応じた基本的な習慣を身に付けます
○当番活動や畑仕事など勤労体験を通して働く喜びや責任感を育てます。
○いろいろな人との関わりを大切にし、思いやりの心を育てます。
○安全でバランスのある食事や手作りおやつを調理し、健康な子どもを育てま
す。

○保育方針
　・子どもの人権を尊重しながら、地域や保護者に信頼され、愛されるこども園
　　をめざす。
　・子どもとの信頼関係を大切にし、一人一人が安心して遊びや生活ができる
　　ようなこども園をめざす。
　・0歳児から就学時までの発達を理解し、一人一人の良さを生かして、育つ力
　　を伸ばすこども園をめざす。
○保育目標
　・地域で育つ豊かなこころ　たくましいからだ
　　　　～すくすく　キラキラ　手をとりあって～
○めざすこども像
　・優しさや思いやりのある豊かな心をもつ子ども
　・人の話が目を見てきちんと聞ける子ども
　・何事にも主体的にかかわり、最後までがんばる子ども
　・運動遊びに意欲的に取り組む子ども
　・自分の考えや思いが伝えられる子ども
　・地域の人や自然を愛する子ども

4月: 入所式、交通安全指導 4月: 入園式・公開保育・保護者会総会

10月: 運動会、高齢者交流（運動会） 9月: 多伎の郷敬老会参加

11月: 秋祭り、保育公開日 10月: 運動会、山登り体験、芋掘り、さんま焼きパーティー・花いっぱい運動

7月: 七夕会、須佐保育所交流(川遊び)、個人懇談 7月: 講演会・公開保育・防災訓練（防犯教室）、海遊び体験、お泊り保育

8月: プール公開日（3､4､5歳児）、お泊り保育、ゆうプラザ体験 8月: 夏季保育、そうめん流し

2月: 節分祭、保育公開日、作品展、地域交流会（お茶会） 1月: もちつき大会・雪遊び

3月: ひな祭り会、お別れ会、修了式 2月: 節分会、公開保育・給食参観・お別れ会、年長児交通安全教室

12月: 生活発表会、親子クッキング(5歳児)、クリスマス会、個人懇談、紙すき体験 11月: 音楽祭・文化祭参加、公開保育、防災訓練、こども園祭り

1月: 地域交流会（とんどさん）、農青連交流会（餅つき）、保育公開、保護者研修、給食試食会 12月: キラキラフェスティバル、クリスマス会、

・障がい児保育
・保育所開放日
・離乳食・食物アレルギーの相談
・育児相談

・延長保育・・・・・短時間　　 16:30～17:00
　　　　　　　　　 　  標準時間  18:30～19:00
・一時保育・・・・・8:30～17:30
・たき子育て支援センター　（わくわく広場）　在宅親子対象
　　　　　　　　 　　実地日⇒毎週　火曜日・金曜日
　　　　　　　　　　 時　間 ⇒9:30～11:30

●全保育室、冷暖房，床暖房完備
●内科・歯科検診（全園児）、耳鼻科・眼科検診(３・4・5歳児)の実施
●保小中高生や地域の高齢者の方々との交流活動
・須佐保育所、窪田小学校、佐田中学校との交流
・読み聞かせボランティアによるおはなし会
・高齢者クラブとの交流
●保育公開、親子活動、個人懇談、保育参加日等実施
●毎月…誕生会・身体測定・避難訓練・絵本の貸し出し
●園外保育・クッキングの実施

○園・小・中学校と連携した取り組み
　　たきっこウィーク（630運動・ノーテレビデー）、あいさつ運動（毎月1回）
　　ｷﾗﾘ子育てﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの実践、 小学校・中学校との交流
○地域とのかかわり
　　きらりんこ（読み聞かせグループ）のお話プレゼント
　　おりっこ(折り紙ボランティア)の折り紙教室
　　高齢者クラブ・同法人施設との世代間交流
　　多伎地区文化際・音楽祭に参加　　交通安全テント村参加

3月: ひなまつり会、卒園式　
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保育所概要 保育所概要
　 　

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) 8:00～16:00 (短時間) 8:00～16:00

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 年間行事予定

利用可能サービス 利用可能サービス

その他 その他

はまなすほいくえん こぐまほいくえん

ハマナス保育園 こぐま保育園

住所:
〒699-0812

湖陵町二部1745-2

TEL: 0853-43-2621
住所:

〒699-0732
大社町入南1307-5

URL: http://www.hamanasu-hoikuen.jp URL: http://koguma-hoikuen.jp

E-Mail: hamanasu@m1.izumo.ne.jp E-Mail: koguma@khc.biglobe.ne.jp

TEL: 0853-53-1123

FAX: 0853-43-2658 FAX: 0853-53-6623

定員: 160名

（昭和56年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで （昭和49年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで

設置主体:
社会福祉法人
湖陵福祉会

定員: 120名 設置主体:
社会福祉法人
大社福祉会

施設長、保育士（17名）、看護師（1名）、栄養士・調理師・調理員（3
名）、事務員（1名）、非常勤保育士(7名）、非常勤職員（2名）
園医　内科（1名）、歯科（1名）

施設長、保育士（38名）
看護師（1名）、栄養士・調理員（6名）
医師　内科医（1名）、歯科医（1名）　＊嘱託医

家庭的な雰囲気の中で、心身ともに健康で生き生きと意欲的に生活し、友達や
保育士との関わりを喜び、人への思いやりと豊かな心情を育てる。

◇保育方針
    ・一人ひとりの子どもの最善の利益に配慮した保育
    ・地域の子育て支援と地域に開かれた保育園
◇保育目標
    ・基本的生活習慣を身につけて心も身体も健康な子ども
    ・気持ちの良い挨拶ができる子ども
    ・自分のことは自分でする子ども
    ・食を通して食べ物に関心を持ち、おいしく食べることで、
     心身ともに元気な子ども。
    ・たて割り保育を通して、やさしく、たくましく、思いやりのある子ども
    ・自然と触れ合う体験を通し、豊かな感性を持ち表現できる子ども
    ・世代間交流を通して地域での関わりを喜ぶ子ども

「健康で心豊かな子ども－よく食べ、よく寝、よく遊ぶ子」
・土、水、太陽に親しみ、水遊び、どろんこ遊びを大切にしています。
・散歩に出かけ、自然の中で思いっきり遊びます。
・リズム運動を通し、全身の発達を促します。
・バランスのとれた食事をします。食文化の伝承も大切にします。
・伝統芸能、映画、音楽、演劇などを鑑賞することにより、文化的な保育の中で
過ごします。
・地域への行事の参加、お年寄り、異年齢児たちとの交流を通し、地域に根ざし
た保育をしています。
・本の語り聞かせ、読み聞かせを通して、良い本に親しんでいます。
　（親子読書）

4月: はじめの集い、親子遠足 4月: 入園式

開所時間: 7:00～18:00

建物面積: 1,136.34㎡ 7:00～18:00 建物面積: 1,277.07㎡ 7:30～18:00

敷地面積: 5,181.55㎡ 開所時間: 7:00～18:00 敷地面積: 5,697.00㎡

7月: 夏まつり 7月: プール開き、七夕の集い

8月: なし狩り、お泊り保育 8月: 川遊び合宿、キャンプ

5月: 離乳食教室、田植え 5月: 保育公開日、蟯虫検査、尿検査

6月: 虫歯退治教室、歯科検診、公開保育・講演会 6月: バザー、笹まき作り、歯科検診、人形劇観劇

11月: 防火パレード、バースディプロジェクト 11月: 草木染め、山登り、乗馬

12月: もちつき大会、クリスマス会、そばうち大会、お楽しみ会 12月: バザー、餅つき大会、クリスマス会

9月: 祖父母保育公開日、健康診断 9月: 保育公開日（祖父母対象）、健康診断、カジキマグロ解体(2年に1度)

10月: 運動会、秋の遠足、いも掘り、さんま焼き、稲かり 10月: 運動会、三瓶登山合宿

・保幼小中学校と連携した取り組み
・地域のミニデーや老人施設との交流活動を行っています
・和太鼓、お茶（年長児）
・３才児保護者による一日保育士体験（給食参観）
・年齢別親子活動（給食参観）

・毎月身体測定、避難訓練、弁当の日(7,8月を除く)を実施します。
・他園の子どもたちと登山をしたり、リズム運動をしたりして交流します。
・講演会、懇談会、保育公開日を通し、保護者と一緒に子育てを考えています。
・給食参観、離乳食教室、保護者対象調理実習、給食メニューの試食会など食
に関心を持ってもらうような取り組みを行っています。

3月: ひなまつり会、お別れ会、卒園式 3月: お別れパーティー、保育公開日、卒園式

・延長保育（標準時間）18:00～19:00　　（短時間）　7：00～8：00、16：00～19：00
・一時預かり保育
・障がい児保育
・こりょう子育て支援センター（アップルひろば、子育て相談）
  実施日　毎週火・木曜日　開所時間　9:30～11:30

・障がい児保育
・延長保育（標準時間 18:00～19:00　　短時間 7:00～8:00　16:00～19:00）
・一時預かり保育
・子育て相談・施設開放

1月: 初釜、紙すき 1月: 七草摘み、紙すき

2月: 豆まき、健康診断、交通安全教室（就学児対象） 2月: 節分、スキー合宿、健康診断
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保育所概要 保育所概要
　 　

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) 8:30～16:30 (短時間) 8:30～16:30

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 年間行事予定

利用可能サービス 利用可能サービス

その他 その他

たいしゃほいくえん とうぶほいくえん

たいしゃ保育園 東部保育園

住所:
〒699-0711

大社町杵築南1235

TEL: 0853-53-2423
住所:

〒699-0502
斐川町荘原2300-1

URL: http://jukokai.jp/ URL: http://www.toubuhoikuen.jp

E-Mail: ta-hoikuen@carrot.ocn.ne.jp E-Mail: toubu@shoubara-fukushikai.com

TEL: 0853-72-1331

FAX: 0853-31-6016 FAX: 0853-72-1009

定員: 130名

（平成22年4月開設）  ＊生後8週経過から就学前まで （平成20年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで

設置主体:
社会福祉法人
壽光会

定員: 110名 設置主体:
社会福祉法人
荘原福祉会

開所時間: 7:15～18:15

建物面積: 1,161.43㎡ 7:30～18:00 建物面積: 1,398.32㎡ 7:15～18:15

敷地面積: 2,148.05㎡ 開所時間: 7:30～18:30 敷地面積: 5,732.21㎡

5月: 個人懇談、親子遠足 5月: 子どもの日、交通安全教室、英語で遊ぼう（各月１回）、親子山登り

6月: 笹まきづくり  お泊まり保育、やまめの掴みどり 6月: 笹巻き作り、子育て講演会、陶芸、スポーツ教室（各月1回）

施設長、保育士（28名）
看護師（2名）、栄養士・調理員（5名）、事務員（１名）
医師　（2名）

施設長、保育士（33名）
看護師（1名）、栄養士・調理員（4名）、事務員（1名）
医師　（内科1名、歯科1名）　*非常勤

1健康な身体づくりに努めます。

2集団生活に適応できる子どもを育てます。

3知的好奇心を揺さぶり、豊かな感性を育てます。

4子どもの発達が育めるよう、園舎内、園外、地域の豊かな環境を取り入れ、の
びのびと遊びができるようにします。

5親子活動、連絡ノートなどにより家庭との連携を深め、子どもにとって豊かで
安定した生活ができるよう支援します。

6地域、世代間交流を大事にし、また、地域の行事等に積極的に参加します。

保育目標
☆健康で心豊かな子どもを育む
　・よく食べ、よく笑い、よく遊び、心身ともに健康な子ども
　・自然に触れ、五感をしっかり働かせて遊ぶ子ども
　・思いやりの心をもち、人にやさしい子ども
　・自分で考えて行動できる子ども

◎0歳から6歳まで系統立てた保育指導計画の下に、安全で発達に望ましい環
境を整え、家庭とともに子どもたちの健全な心身の発達を支えます
◎地域社会や行政との連携を図り、社会の理解と協力を得て、広く地域の子育
てを応援し、福祉施設としての責任を果たします

4月: はじめの集い 個人懇談 4月: 入園のつどい、春の遠足、保護者会総会

9月: 健康診断　保育参加日（祖父母対象） 9月: 秋の遠足、お月見会、避難通報訓練

10月: いもほり、運動会、　ハロウィンパーティー 10月: 親子運動会、秋の遠足、いも掘り、さんま焼き、親子活動

7月: 七夕まつり、プール開き、プラム狩り 7月: プール開き、保育参加、夏祭り、しじみ採り

8月: 海あそび 8月: 夕涼み会、保育参加、そうめん流し

1月: 吉兆行事 1月: 年初め会、そりすべり

2月: 節分、健康診断、保育参加日、もちつき会 2月: 豆まき会、親子活動、みそ作り、うどん作り

11月: 大土地神楽 11月: 作品展、焼き芋、祖父母参観日

12月: クリスマス会、発表会 12月: クリスマス会、しめ縄作り、もちつき会

・一時保育
・障がい児保育
・子育て相談
・施設開放
・延長保育（18:30～19:00）

・延長保育（18:15～19:15　＊有料）
・一時預り保育（8:30～16:30　 1日　1,800円、半日　900円）
・保育園開放日（毎月第2水曜日9:30～11:00）※コロナの感染状況による
・育児相談

・（毎月）誕生会、身体測定、避難訓練、祖父母交流の日、ストーリーテリング
　　　　　 英語、ダンス、俳句
・保育参加日(給食試食会）、地域とのふれあい行事を実施、高齢者福祉施設
訪問

・緑に囲まれた広い園庭と、広い園舎でのびのび遊び、砂、水、泥などの自然
に触れ五感をしっかり働かせて遊ぶことを大切にしています。
・集団生活の中で生活や遊びを通してコミュニケーション力や社会性を身につ
け、生きる力の基礎を培います。
・安全で栄養のバランスのとれた和食中心の食事作りを心がけています。

3月: ひなまつり会、修了式 3月: ひな祭り会、お別れ鑑賞会、お別れ会、修了式
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保育所概要 保育所概要
　 　

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) 8:30～16:30 (短時間) 8:30～16:30

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 年間行事予定

利用可能サービス 利用可能サービス

その他 その他

しょうばらほいくえん わらべのうちほいくえん

荘原保育園 わらべのうち保育園

住所:
〒699-0505

斐川町上庄原305-1

TEL: 0853-72-6984
住所:

〒699-0613
斐川町神氷2861-8

URL: http://shoubara-hoikuen.shoubara-fukushikai.com URL: http://www.izumo-net.ne.jp/^warabenouti/

E-Mail: ｓhoubara@shoubara-fukushikai.com E-Mail: warabenouti@my.izumo-net.ne.jp

TEL: 0853-72-7788

FAX: 0853-72-7735 FAX: 0853-72-7810

定員: 35名

（昭和56年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで ＊生後8週経過から就学前まで

設置主体:
社会福祉法人
荘原福祉会

定員: 120名 設置主体:
社会福祉法人
神奈福祉会

開所時間: 7:15～18:15

建物面積: 1,102,81㎡ 7:15～18:15 建物面積: 267.35㎡ 7:15～18:15

敷地面積: 5,351.00㎡ 開所時間: 7:15～18:15 敷地面積: 454.35㎡

5月: 春の遠足、子育て講演会、芋苗植え（交流）、かしわもち作り（5歳） 5月: 園外活動、さつま芋苗植え

6月: 笹巻き作り、スポーツお届け隊（年長交流）、交通防犯教室、 6月: お父さんお母さん保育参加、子育て講演会

施設長、保育士（21名）、看護師（1名）、パート保育士（5名）
栄養士（1名）、調理員（2名）、事務員（1名）、子育て支援員（2名）
医師（内科1名、歯科1名）　※非常勤

施設長、常勤保育士（7名）、短時間勤務保育士（6名）、看護師〈1名）、
指導員（1名）、子育て支援員（2名）、事務員（2名）、栄養士（2名）、調
理師（2名）、調理員（1名）、医師（内科1名、歯科1名）・・・非常勤

●0歳～6歳まで系統だてた保育計画をもって保育をします。
●お母さんの就労と、あたたかで確かな子育てを応援しています。
●お年寄りや地域の人々との交流を大切にしています。

～保育のねらい～
◎心身ともに健康でよく食べ、よく遊び、よく笑い、生きる力を身につける
　☆意欲のある子
　☆思いやりのある子
　☆自分の思いを表現できる子
○自然の中で遊ぶことを基本としています。
○できるだけ裸足で保育をしています。
○食事は、一汁三菜の和食を基本とし安心安全な食材で調理しています。
○4,5歳児希望者はスイミングに通います。

☆保育目標「心も体も健康で感性豊かな子どもを育てる」
　・子どもの命を守り、生きる力を育てる。
　・あそびを保障する。
　・人との関わりを温める。

☆保育内容
　＊生活は、0歳児・１歳児・２歳児と3～5歳児の部屋に分かれ、見て育ち合う
      混合保育を行っています。
　＊あそび（活動）は、歳児別・組別に保育活動計画を立てて行っています。
　＊日常的に“わらべうた”を楽しみ、伝えています。

4月: 保護者会総会、子どもの日の集い、保育参加（新入） 4月: 入園進級おめでとう、親子遠足（保護者会総会）、お花見弁当

9月: お月見会、園外保育 9月: 親子運動会、くるくるパンづくり、お月見お団子作り

10月: 親子運動会、芋掘り、秋の遠足、さんま焼き、電車遠足（5歳）、親子活動 10月: 山登り、芋ほり、サンマ焼、かんなまつり

7月: プール開き、よさこい祭り参加（5歳）、しじみ採り（年長交流） 7月: プール

8月: 夏祭り、ぼうけんの日（5歳） 8月: 園外プール、ひより（老人施設）さん七夕交流、学童と交流

1月: 初詣、年始め会、とんど祭り、そりすべり（5歳）、昔のあそび大会 1月: 氏神様初詣、冬あそび、七草がゆ、うどん作り、みてみて展

2月: 豆まき会、うどん作り、味噌作り 2月: 節分、電車遠足、ありがとうの会、おやつ作り

11月: 焼芋会、防火訓練、スポーツお届け隊（年長交流）、親子活動 11月: 園外活動、焼芋、おじいちゃんおばあちゃんようこそ！老人神和会と交流

12月: 餅つき会、クリスマス会、しめ縄飾り 12月: クリスマスを楽しむ、お餅つき

・H28年度に新園舎を竣工しました。 平成22年4月に認可保育所として、開設しました。わらべのうち保育園は、健康
にかつ安全に過ごせるよう樹を沢山使って建てられています。そこで育つ子ど
もたちも森の樹木のように太陽を浴びてぐんぐん育って欲しいという願いから組
名（たいよう・きのこ・はっぱ・どんぐり）を名づけました。保育士は、水や肥やし
となって子どもたちを支えていきたいと思います。
また、地域の公園と隣接していますので、人との交流を大事にし、人との関わり
を温めています。

・明るく開放的な園舎と緑豊かな園庭で、思いきりからだを動かしてあそんだ
り、散歩など自然の中であそぶ経験を大切にしています。

・安全で栄養のバランスのとれた和食中心の食事作りを心がけています。

3月: ひなまつり会、菅原天満宮参拝（5歳）、お別れ会、卒園のつどい 3月: ストーリーテーリング、おわかれの会

･延長保育（18:15～19:15 ※有料）
・一時預かり保育（8:30～16:30　1日1,800円／半日900円)
・保育園開放日（第3木曜日　9:30～11:00）給食試食会(年１回）
・保育体験

・延長保育（18:15～19:15）
・一時預かり≪1日￥1,800 　半日￥900≫
・休日保育
・保育園開放日（9:30～11:00）毎月第3水曜日
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保育所概要 保育所概要
　 　

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) 8:30～16:30 (短時間) 8:30～16:30

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 年間行事予定

利用可能サービス 利用可能サービス

その他 その他

●ふるさとを愛する心をもつ子、ふるさとを誇りに出来る子を育てたいと願い、
年長児になると、子ども神楽「ヤマタノオロチ」を舞っています。
●保育園所有の田畑９．５ａを「あい川ファーム」と名付けています。あいがも農
法で餅米を種蒔きから収穫まで行い、１２月に餅つきをします。また、季節の野
菜を育てクッキングをして食育に取り組んでいます。
●特に、あいがも農法に取り組むことで「命」の大切さと、いただきます。ごちそ
うさま。の意味を教えています。

園周辺の自然にも恵まれ、散歩、登山等戸外での活動を多く取り入れ、しっか
り体を動かしてあそんでいます。
☆中学生や地域の高齢者の方との交流活動を行います。
☆クッキング、菜園活動など、食育に取り組んでいます。
☆毎月誕生会、身体測定、避難訓練を実施しています。
☆４・５才児は月2回ジョイナススポーツクラブの指導による体操教室。
☆隣りに出西児童クラブが有り小学生との交流もあります。

3月: ひな祭り会、菅原天満宮参拝・お別れ鑑賞会（５歳）、健康診断、お別れの集い、卒園式 3月: ひなまつり会、お別れ交流会、お別れバイキング、お別れ鑑賞会（5歳）、卒園式

・延長保育（18:30～19:30・有料）
・一時預かり保育　8:30～16:30　有料　1日1800円　半日900円
・子育て相談
・園解放　毎月第3水曜日　9:30～11:00

・一時預かり保育（8:30～16:30・有料（0.1.2才児）＝4h以上1,800円(昼食含
む）、4h以内  900円）、（3.4.5才児）＝4h以上1,500円(昼食代300円）、4h以内
750円）
・延長保育（18:15～19:15・有料）
・園開放（毎月第2水曜日）
・育児相談

1月: 立虫神社初詣（４，５歳）、どんどさん、そりすべり（５歳）、歯科検診 1月: 神社参拝、とんどさん、そりすべり（5歳）

2月: 豆まき会 2月: 豆まき会、おたのしみ発表会（３・４・５歳児)

11月: 万九千神社お祭り参拝、七五三お祝い会、焼きいもパーティー 11月: 祖父母保育参加、５歳児は万九千神社参拝、防災訓練

12月: クリスマス会、餅つき会、おでんパーティー 12月: クリスマス会、餅つき会、個人懇談

9月: 一緒に遊ぼうの日、さんま焼きパーティー 9月: 親子遠足（1,2歳）、だんご作り

10月: 親子運動会、祖父母参観日、稲刈り、乗り物遠足（５歳） 10月: 親子運動会、芋ほり、登山（3,4,5歳）、さんま焼き

7月: 七夕会、プール開き、そうめん流し 7月: 歯科検診、プール開き、夏まつり

8月: 夏まつり、そうめん流し 8月: 夕涼み会、ソーメン流し

5月: 端午の節句、田植え・あいがも飼育（５歳） 5月: 子どもの日のつどい、交通安全教室、親子遠足（3,4,5歳）

6月: 一緒に遊ぼうの日、歯科検診、健康診断 6月: 一日保育参加、歯みがき教室、笹まき作り、離乳食講習

施設長、保育士（14名）、子育て支援員（5名）、短時間保育士(4名)
保育補助員（1名）、栄養士（1名）、調理員（1名）、調理補助員（2名）
事務員（1名）、医師　（小児科1名、歯科1名）　＊非常勤

施設長、保育士（23名）、短時間保育士（3名）、事務員（1名）
栄養士（2名）、パート調理員（2名）、パート早番（2名）
医師（内科1名、歯科1名）＊非常勤

◎子どもたちが現在（いま）を幸せに生活し、未来（あす）を生きる力を育てるた
め、私たちは保護者の子育てのパートナーとなってそれを支えます。
◎子どもたちが心身ともに健やかに、自ら伸びていく無限の可能性を育てたい
と願い、次の保育目標を掲げ日々の保育にあたります。

保育目標
　　・健康な体と心をもつ子を育てる
　　　　・元気よくあそぶ子
　　　　・思いやりのある子
　　　　・夢や希望、意欲のある子
　　　　・ふるさとを愛する心をもつ子

保育目標
　・心も体もたくましい子
　・思いやりのあるやさしい子

※”子どもには安全を！保護者には安心を！！”をモットーに、子ども一人一人
の最善の利益を守ります。
※ ”生涯をたくましく豊かに生き抜く力”の基礎を培うことをめざします。
※愛情に満ちた信頼関係の中で、豊かな自然環境を十分に生かし、0歳から6
歳までの各年齢の育ちを大切にしながら、系統立てた一貫性のある保育を行
います。
※４．５歳児は月２回の運動あそびを取り入れています。

4月: 出会いの日の集い、入園式、野点茶会、種蒔き、いちごいちえ参観日 4月: 入園のつどい、保護者会総会、クラス懇談会

開所時間: 7:15～18:15

建物面積: 624.18㎡ 7:30～18:30 建物面積: 895.70㎡ 7:15～18:15

敷地面積: 2,577.49㎡ 開所時間: 7:30～18:30 敷地面積: 3,106.21㎡

定員: 110名

（平成20年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで （昭和52年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで

設置主体:
社会福祉法人
あい川福祉会

定員: 70名 設置主体:
社会福祉法人
西野福祉会

URL: http://www.aikawa.or.jp URL: http://www.syussaih.org

E-Mail: aikawa@tempo.ocn.ne.jp E-Mail: syussai-h@syussaih.org

TEL: 0853-72-1107

FAX: 0853-31-8687 FAX: 0853-72-1309

　　あいかわほいくえん 　　しゅっさいほいくえん

あい川保育園 出西保育園

住所:
〒699-0615

斐川町併川1500-1

TEL: 0853-31-8686
住所:

〒699-0612
斐川町出西1943-1
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保育所概要 保育所概要
　 　

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) 8:30～16:30 (短時間) 8:15～16:15

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 年間行事予定

利用可能サービス 利用可能サービス

その他 その他

広い園庭と園周辺の自然環境に恵まれ、戸外活動を通して体をしっかり動かして遊
んでいます。
また、地域の方と菜園活動や行事を通して交流を深めています。
毎月 誕生会・身体測定・避難訓練を実施しています。
平成28年度より4.5歳児を対象に体操教室（毎月2回）
毎月15日職員によるチャイルドシート着用の声掛けを行っています。

●認定こども園として教育、保育を一体となってすすめます。（幼稚園について
は市・並びに幼稚園にお問合せください。）
●3才以上児は特別保育活動（英語・音楽・絵画・運動・作法）をしています。
●誕生会・避難訓練・身体測定を毎月行います。
●絵本を通した親子の触れ合いを大事にしています。

3月: ひなまつり、卒園式　　1日保育参加(0歳) 3月: 雛祭り、お別れ遠足、卒園式

・一時預かり保育（8:30～16:30・有料＝4h以上1,800円・4h以内900円）
・延長保育（18:30～19:30・有料）
・園解放（毎月第3月曜日）
・育児相談

・一時保育「かもめ組」
・在宅親子支援 「えがおハウス」 （毎日9:30～11:30）
・育児相談（来園相談・電話相談・メール相談）
・延長保育　（標準時間…平日18:15～18:45）

1月: とんどさん、ソリすべり（5歳） 1月: 正月遊び、寒稽古、保育参観日

2月: 豆まき会、みそ作り 2月: 節分、生活発表会、弁論大会

11月: ひも落としお祝い会、祖父母参観日 11月: 子育て講演会、紐落とし会、歯科健診、まるごと美術館、親子コンサート、伝承遊びの会

12月: クリスマス会、餅つき会、おたのしみ発表会 12月: クリスマス会、もちつき会、子育てリフレッシュ

9月: お月見会、だんご作り、1日保育参加（0歳）、親子遠足(1.2歳） 9月: 敬老参観日、消防車見学、秋の交通安全教室

10月: 運動会、サンマ焼き、 1日保育参加(0,1歳)、焼き芋 10月: 運動会、バス遠足、芋ほり、内科検診、老人施設訪問

7月: 夏まつり、1日保育参加（1.2歳）、うどん作り、プール開き 7月: 七夕祭り、夏祭り

8月: 夕涼み会（5歳）、ソーメン流し 8月: プール、梨狩り

5月: 1日保育参加（3,4,5歳）、園外保育、親子遠足(3.4.5歳) 5月: 芋苗植え、夏野菜植え、歯科健診、内科検診、保護者会総会

6月: 交通安全教室、笹巻き作り、子育て講演会、歯科検診 6月: ちまきつくり、プール開き、耳鼻科・眼科検診　離乳食教室

施設長、保育士（28名）、短時間保育士（2名）
管理栄養士（1名）、栄養士（1名）、調理員（2名）、事務員（1名）
医師（内科1名、歯科1名）

園長、副園長、保育教諭（21名）
管理栄養士（1名）、栄養士（1名）、調理員（1名）、養護教諭(1名)
医師　（内科1名、歯科1名、耳鼻科1名、眼科1名)　＊非常勤

保育目標
　・心も体もたくましい子
　・思いやりのある子

「子ども達に安全を・保護者には安心を」をモット－に子ども1人ひとりに寄り添い見
守ります。

「生涯をたくましく豊かに生き抜く力」の基礎を培うことを目指します。

愛情に満ちた信頼関係の中で豊かな自然環境を十分に生かし、0歳から6歳までの
各年齢の育ちを大切にしながら系統立てた一貫性のある保育を行います。

子どもの良い面を見出し、大切にしながら、望ましい環境のもと、健康で明る
く、楽しい園生活を営ませ情操豊かな人間形成の基礎を培う。
○やさしくおもいやりのある子ども
○つよく、たくましい子ども
○よく考えて、正しいこと、良いこと、美しいことを求める子ども
★子どもたちが見たり、触れたり、感じて生まれる遊びを楽しみます。
★したい!うれしい!もっと続けようと心の動く遊びを創造します。
★自然環境、地域環境等、園環境に積極的に取り入れます。
★一人ひとりの気持ちを大事に受け止め心を育てます。
♪子どもたちのもつ力を信じ、全職員で心も体も躍動する保育をめざし、しっか
りと取り組みます。

4月: 入園説明、親子登山（3,4,5歳） 4月: 入園式、親子遠足、春の交通安全教室、検尿

開所時間: 7:15～18:15

建物面積: 960.03㎡ 7:30～18:30 建物面積: 1,512.41㎡ 7:15～18:15

敷地面積: 4,087.46㎡ 開所時間: 7:30～18:30 敷地面積: 4,195.5㎡

定員: 70名

（平成23年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで （平成25年4月開設） ＊生後8週経過から就学前まで

設置主体:
社会福祉法人
西野福祉会

定員: 140名 設置主体: 学校法人水谷学園

URL: http://www.ans.co.jp/n/nishinofukushikai/ URL: http://hokuryou.jp/

E-Mail: iwano-h@tulip.ocn.ne.jp E-Mail: hokuryohoikuen@aqua.ocn.ne.jp

TEL: 0853-73-7296

FAX: 0853-72-2074 FAX: 0853-73-7297

　　いわのほいくえん にんていこどもえん　ほくりょうようちえん・ほくりょうほいくえん　

伊波野保育園 認定こども園 北陵幼稚園・北陵保育園

住所:
〒699-0621

斐川町富村1206

TEL: 0853-72-2051
住所:

〒699-0624
斐川町上直江3337
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保育所概要 保育所概要
　 　

(平日） (平日）

(土曜日） (土曜日）

(短時間) 8:30～16:30 (短時間) 8:30～16:30

職員体制 職員体制

保育方針 保育方針

年間行事予定 年間行事予定

利用可能サービス 利用可能サービス

その他 その他

●おもちゃの家事業 （島根県子ども発達支援事業）を直営事業として実施して
います。支援の必要な在宅の親子が対象です。
●各クラスで親子活動、個人面談、保育参加日等をそれぞれ年1回程度実施し
ています。
●毎月、誕生会・身体測定・避難訓練をおこなっています。
●年間を通してクッキング活動をおこなっています。
●内科検診、歯科検診、視力・聴力検査（5歳児）を実施しています。

・雑巾がけ、散歩、指先での遊びで五感を働かせしなやかな身体を作ります。
・同年齢や異年齢の友だち、小学生や中学生さん、地域の方、また、同法人の
お年寄りさんなど、たくさんの方とのぬくもりのある交流を大切にしています。
・0歳から毎日絵本に親しみ、子どもの内面の世界を豊かにします。
・安心で栄養のバランスを考えた手作りの食事やおやつを提供し、クッキング
や栽培活動で楽しい食育をすすめます。
・様々な体験から発見や感動を友達や周りの大人と共有し文化を学びます。

3月: ひな祭り会、お別れ遠足、修了式 3月: ひなまつり会、、卒園式

・一時預かり保育（1日　1,800円、半日　900円）
・障がい児保育
・保育所開放日 「ぱんだ組」 （9:30～11:30） (毎月第3火曜日）
・育児相談（来所相談・電話相談）

・延長保育（18:15～19:15・有料）
・一時預かり保育（8:30～16:30・有料）
（1日及び4時間以上食事あり 1,800円・給食費300円含む
4時間以内食事なし750円）
・園開放日（毎月第3 水曜日）
・子育て相談

1月: お茶会、とんどさん、年長児そりすべり 1月: 親子そりスキー遊び（5才児）、世代間交流、初釜、餅つき、琴演奏会

2月: 豆まき会、ごちそうパーティー、みそ作り 2月: 節分の会、うたうさぎの会（4,5歳児）、内科健診

11月: 紐落としお祝い会、すいとん汁作り、親子活動（3歳児） 11月: 文化祭、ピアノコンサート、年齢別懇談会、ひかわ年長児音楽鑑賞会

12月: クリスマス会、ケーキ作り、餅つき会 12月: クリスマス会

9月: お月見会、親子活動（2歳児）、祖父母参加日 9月: 祖父母講演会、敬老週間、地区民体育大会参加（3,4,5才児）

10月: 運動会、いも掘り、さんま焼き、山登り 10月: 運動会、園外活動、山登り（4,5歳児）、陶芸（5歳児）

7月: プール開き、カレー作り 7月: 夏まつり、プール開き

8月: 七夕会、年長児おたのしみ会 8月: 七夕会、夕涼み会（5才児）

5月: 子どもの日お祝い会、交通安全教室、親子活動（4・5歳児） 5月: 子育て講演会＆保護者会総会、保育活動、離乳食講習会

6月: 笹巻き作り、保育参加日（講演会） 6月: 他園との交流活動（5才児）、笹巻交流、内科健診、歯科検診

施設長、保育士
看護師、栄養士・調理員
医師　（内科医、歯科医）　＊非常勤

園長、主幹保育教諭、保育教諭
栄養士・調理員・事務員
医師（内科、歯科）

【保育の理念】
◇地域や保育所の恵まれた環境、暖かい人間関係の中で人間性豊かな子ど
もを育成する。
◇子育ての不安・負担の緩和を図り、安心して子育てができる関係をつくる。
【保育の目標】
◇心も身体も伸びやかで豊かな子どもを育む。
◇大切にされる実感を持ち、しっかりと自己肯定感を持てる子どもを育てる。
【保育の方針】
◇子どもが求めるものを感じとり、職員間での話し合いを大切にしながら一人
ひとりの心と身体の育ちに沿った保育を実践していく。

～こころを育てる～
直江保育所では、何よりも子どもたちの心の育ちを一番大切に保育していきま
す。子どもたちが自分を好きになり自信をもって生きていけるよう、一人ひとり
の思いを受け止め、心の育ちを支えます。

☆豊かな心と生きる力のある子どもを育む
　　・子どもの生命を守り育てる
　　・生きる力を遊びや生活の中から培う
     ・ 人の生き方・文化を子どもに伝える
☆教育・保育の目標
○元気でたくましい子ども
　　・よく食べ、よく寝て、よく遊び、たくましい心と体、そして、自然に触れたり食
      事を通して五感をしっかり働かせる子どもを目指す。
　○心豊かな子ども
　　・思いを受け止めてもらい、人を信頼する心や、自分を大切にする心、また、
      人とかかわり、やさしさや思いやりの心を育てる。
　○よく考えて行動できる子ども
　　・考える基となる、見る・聞く力を育て、遊びの中で試したり工夫したりして自
      分の考えを表現したり、行動できる子どもを目指す。

4月: 入所式、クラス懇談会 4月: 入園式・交通安全教室

開所時間: 7:15～18:15

建物面積: 1,263.36㎡ 7:30～18:30 建物面積: 1,204.51㎡ 7:15～18:15

敷地面積: 3,688.00㎡ 開所時間: 7:30～18:30 敷地面積: 1,596.13㎡

定員: 100名

（昭和30年4月開設） ＊生後8週間から就学前まで
（令和 2年4月開設）

元出東保育園 ＊生後8週経過から就学前まで

設置主体: 出雲市 定員: 140名 設置主体:
社会福祉法人
出東福祉会

URL: http://www.city.izumo.shimane.jp URL: http://syuttou-fukushikai.net/kodomoen/

E-Mail: naoe-ns@city.izumo.shimane.jp E-Mail: syuttou-kodomoen@basil.ocn.ne.jp

TEL: 0853-62-3362

FAX: 0853-72-2044 FAX: 0853-63-0789

いずもしりつなおえほいくしょ にんていこどもえん　しゅっとうこどもえん

出雲市立直江保育所 認定こども園 出東こども園

住所:
〒699-0641

斐川町美南1500

TEL: 0853-72-2050
住所:

〒699-0554
斐川町三分市1071-4
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■出雲市認定保育所とは
認可を受けていない保育施設で、島根県が定める設備等の基準を満たし、
自ら定めた指導計画により保育を行っていると市が認定した施設です。
利用手続きや詳細につきましては各施設へ直接おたずねください。

〒699－0721 TEL：0853－53－3985

出雲市大社町修理免466-1 FAX：0853－31－8122

月～金　7：30～19：00

   土 　    7：30～15：30

延長保育    土     15：30～18：00 休日保育 なし

その他 一時預かり実施(ただし、既に定員を超えている場合は未実施)

大社こどもランド保育園
た い し ゃ こ ど も ら ん ど ほ い く え ん

　　（定員：６０名）

住　　所 TEL・FAX

開所時間 受入年齢 ２カ月～就学前

出雲市認定保育所一覧出雲市認定保育所一覧
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■企業主導型保育施設とは■
国が実施する事業で、多様な就労形態に対応する保育サービスを拡げ、仕事と子育てとの両立に資する
ことを目的として、企業が実施する事業所内保育事業等に助成を行っています。
実施する企業の従業員の児童だけでなく、地域の子どもを受け入れること（地域枠の設定）もできます。
制度の詳細は、内閣府から委託を受けている児童育成協会のホームページをご確認ください。
利用手続きや詳細につきましては各施設へ直接おたずねください。

〒693-002 TEL：0853－27－9355

出雲市今市町北本町1丁目1-15 FAX：0853－27－9356

月～金  7：00～18：00

   土  　 7：00～18：00

延長保育 18:00〜19:00 ※１回500円 休日保育 なし

その他

〒693-0001 TEL：0853－31－9801

出雲市今市町８２７－２１ FAX：0853－31－9802

月～金　7：30～18：30

   土　　 7：30～18：30

延長保育 7:00～7:30、18:30～20:00 休日保育 日曜・祝日の半分程度

その他

〒693-0021 TEL：082－554－4873

出雲市塩冶町734 FAX：0853－25－7155

月～金　 7：00～20：00

　 土  　　7：00～20：00

延長保育 なし 休日保育 なし

その他

〒693-00２１ TEL：0853－25－8024

出雲市塩冶町２１３０ FAX：0853－25－8034

開所時間 月～日　7：00～18：00 受入年齢 10カ月※～就学前

延長保育 18：00～22：00  ※（保育中の授乳の必要がないお子様）

その他

〒691-0001 TEL：0853－25－8062

出雲市平田町1708-1 FAX：0853－25－8663

月～金　7：00～18：00

   土　　 7：00～18：00

延長保育 18:00～19:00 ※１回500円 休日保育 なし

その他 一時預かり（余裕活用型）実施、病児保育（体調不良時対応型）実施

のびのび広場
ひ ろ ば

いずも保育園
ほ い く え ん

　　（定員：60名）

住　　所 TEL・FAX

病後児保育実施（小学６年生まで対象）

やまのこ保育園
ほ い く え ん

　みのりの森
も り

　　（定員：１２名）

住　　所 TEL・FAX

開所時間 受入年齢 0歳〜２歳児

　病児保育、病後児保育実施（小学６年生まで対象）、一時預かり保育(余裕活用型)

あいぐらん保育園
ほ い く え ん

出雲
い ず も

　　（定員：１２名）

住　　所 TEL・FAX

開所時間 受入年齢 0歳児～２歳児

一時預かり保育（余裕活用型）、体調不良児対応型保育（在園児対象）

おひさま保育園
ほ い く え ん

　　（定員：１２名）

住　　所 TEL・FAX

開所時間 受入年齢 6カ月～就学前

保育園
ほいくえん

　キッズプラス出雲
いずも

園
えん

　　（定員：１２名）

住　　所 TEL・FAX

開所時間 受入年齢 6カ月～２歳児

企業主導型保育施設（地域枠）一覧
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出雲市保育所等位置図

←図面と文字がずれるので注意

東部保育園

荘原保育園

認定こども園 出東こども園

平田保育所

ひらた西保育園

みなみ保育所

直江保育所

わらべのうち保育園

出西保育園

認定こども園 北陵保育園

あい川保育園

わにぶち保育所

たいしゃ保育園

こぐま保育園

さとがた保育園

ほくよう保育園

荒茅保育園

外園保育園

西園保育園

ハマナス保育園

認定こども園 多伎こども園

窪田保育所

須佐保育所

出雲サンサン保育園
神門第Ⅱ保育園

神門保育園

古志ひまわり保育園

認定こども園 光幼保園

伊波野保育園

中部保育所

北部保育所

国道９号

ひらた乳児保育園

浜山あまつひ保育園


