
市内の保育所・こども園(2 号認定・3号認定)の施設情報を掲載しています。

掲載内容は、令和 4年 4月 1 日現在の予定であり、今後変更になる場合があり

ますのでご了承ください。

なお、詳細については各施設へお問合せください。

≪令和 4年度のクラス年齢≫ (年度途中入所(園)の場合も同様)

クラス年齢 生年月日

0 歳児クラス 令和 3年 4 月 2 日以降

1歳児クラス 令和 2年 4 月 2 日～令和 3年 4 月 1 日

2 歳児クラス 平成 31 年 4 月 2 日～令和 2年 4 月 1日

3 歳児クラス 平成 30 年 4 月 2 日～平成 31 年 4月 1日

4 歳児クラス 平成 29 年 4 月 2 日～平成 30 年 4月 1日

5 歳児クラス 平成 28 年 4 月 2 日～平成 29 年 4月 1日

令和４年度 施設情報

保育所・こども園(2 号認定・3 号認定)
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所在地　　浅口市金光町占見1001-1

ホームページ

１　保育方針

２　施設の名称等

名　称 設置年月日

設置主体 園長名

３　利用定員・職員数（予定）

認可定員 園長 1　人 調理員 4 人

０歳児 18　人 主任 1　人 栄養士 1 人

１～２歳児 46  人 　　看護師 1 人

３～５歳児 76  人 保育補助 1 人

４　開所時間・休所日

平日 平日

土曜日 土曜日

受入れ年齢 休所日

ならし保育

保育料

延長保育料

６　給食

0歳児

１・２歳児

７　特別保育事業

⑥□地域子育て支援センター ※⑤⑥は未就園児を対象に実施

８　入園に際して

施設見学 随時見学可(事前に電話連絡をしてください)

購入が必要なもの
年齢によって購入品の違いがあります。

各年齢共通品：園服(夏上下・冬上下)、カバン、クラス帽子など

用意するもの 布団、パジャマ、コップ、上履き等

ミルク・離乳食

完全給食(主食・副食ともに提供)、午前１０時と午後３時のおやつ

3歳児以上
完全給食(主食・副食ともに提供)、午後３時のおやつ

※主食費・副食費は別途徴収します（毎月、口座振替となります）

①☑延長保育　 ②□病後児保育  ③□休日保育　④□一時預かり（幼稚園型）　⑤□一時預かり（一般型）　

生後57日～就学前 日曜日・祝日・年末年始(12月29日～1月3日)

　入園後、１週間　※0歳児は2時間のならし保育からのスタートで子どもさんに合わせて行っていきます。

５　保育料の他に必要な費用

市の規定に基づく
その他 保護者会費、絵本代など

別途

開所時間
（保育標準時間利

用）

7：00～18：00 通常保育時間
（保育短時間利

用）

8：00～16：00

7：00～18：00 8：00～16：00

社会福祉法人　みわ会 坂本真希子

140　人

職員数
利用定員 保育士

（パート含む）
２5人

三和保育園 TEL　  0865-42-3459 FAX　  0865-42-6580

http://sumatoku.jp/miwahoikuen/

『遊び』を通して、心と体が豊かで、たくましい子どもを育てる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三和保育園 昭和44年2月18日
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所在地　浅口市金光町佐方1581

ホームページ "http://www.meikoukai1970.com/kyoushin.html

１　保育方針

２　施設の名称等

名　称 設置年月日

設置主体 園長名

３　利用定員・職員数（予定）

認可定員 園長 　１人 調理員 1人

０歳児 　９人 主任 　1人 栄養士 ２人

１～２歳児 ３２人 　　看護師 　　　０人

３～５歳児 ４９人

４　開所時間・休所日

平日 平日

土曜日 土曜日

受入れ年齢 休所日

ならし保育

保育料

延長保育料

６　給食

0歳児

１・２歳児

７　特別保育事業

⑥□地域子育て支援センター ※⑤⑥は未就園児を対象に実施

８　入園に際して

敬親保育園 TEL　0865－42－3017 FAX　0865－42－3017

子どもが、現在を最もよく生き，望ましい未来を作り出す基礎、生きる力を培う。

敬親保育園 昭和45年6月1日

社会福祉法人明光会 武田　亮宥

９０　人

職員数
利用定員 保育士

（パート含む）
１9人

開所時間
（保育標準時間利

用）

７：００～１８：００ 通常保育時間
（保育短時間利

用）

８：００～１６：００

７：００～１８：００ ８：００～１６：００

生後57日～就学前 年末年始（１２月２９日～１月３日）、日曜・祝祭日

   入園後５日～１週間

５　保育料の他に必要な費用

市の規定に基づく
その他

保護者会費
主食費・副食費（3歳児～）別途

ミルク・離乳食

完全給食（主食・副食ともに提供）、午前１０時と午後３時のおやつ

３歳以上児
完全給食（主食・副食ともに提供）、午後３時のおやつ

（主食費・副食費は別途徴収します。毎月、口座振替となります。）

用意するもの かばん、布団、着替え、手拭きタオル、上履き等

①☑延長保育　 ②☑病後児保育  ③□休日保育　④□一時預かり（幼稚園型）　⑤□一時預かり（一般型）　

施設見学 随時見学可（事前に電話連絡をしてください）

園庭開放
開放日：月1回水曜日、遊ぼうデー：月1回月曜日（変更有）
開放時間：9:30～11:00

購入が必要なもの
年齢によって購入品に違いがあります

1歳児～5歳児：園服（夏・冬・帽子　合計約9,000円）名札、連絡帳等
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所在地　浅口市鴨方町鴨方１３６－１

ホームページ "http://www.meikoukai1970.com/kamogata.html

１　保育方針

２　施設の名称等

名　称 設置年月日

設置主体 園長名

３　利用定員・職員数（予定）

認可定員 園長 　１人 調理員 １人

０歳児 ９人 主任 　１人 栄養士 ２人

１～２歳児 ３１人
保育士

（パート含む）
１８人 　　看護師 　　　1人

３～５歳児 ５０人 保育支援員 １人

４　開所時間・休所日

平日 平日

土曜日 土曜日

受入れ年齢 休所日

ならし保育

保育料

延長保育料

６　給食

0歳児

１・２歳児

７　特別保育事業

⑥□地域子育て支援センター ※⑤⑥は未就園児を対象に実施

８　入園に際して

用意するもの かばん、布団、着替え、手拭きタオル、上履き等

施設見学 随時見学可（事前に電話連絡をしてください）

園庭開放
開放日：月１回　火曜日、遊ぼうデー：月1回火曜日(変更有)
開放時間：９：３０～１１：００

購入が必要なもの
年齢によって購入品に違いがあります

1歳児～5歳児：園服（夏・冬・帽子　合計約9,000円程度）名札、連絡帳等

ミルク・離乳食ミルク・離乳食

完全給食（主食・副食ともに提供）、午前１０時と午後３時のおやつ完全給食

３歳以上児
完全給食（主食・副食ともに提供）、午後３時のおやつ完全給食

（主食費・副食費は別途徴収します。毎月、口座振替となります。）

①☑延長保育　 ②□病後児保育  ③☑休日保育　④□一時預かり（幼稚園型）　⑤☑一時預かり（一般型）　

８：００～１６：００

生後57日～就学前 年末年始（１２月２９日～１月３日）

入園後５日～１週間

５  保育料の他に必要な費用

市の規定に基づく
その他

保護者会費
主食費・副食費（3歳児～）別途

社会福祉法人 明光会 石部　みどり

  ９０人

職員数
利用定員

開所時間
（保育標準時間利

用）

７：００～１８：００ 通常保育時間
（保育短時間利

用）

８：００～１６：００

７：００～１８：００

敬親かもがた保育園 TEL 0865－45－8315 FAX 0865－45－8325

子どもが、現在を最もよく生き、望ましい未来を作り出す基礎、生きる力を培う。

敬親かもがた保育園 平成21年4月1日
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所在地

１　保育方針

２　施設の名称等

名　称 設置年月日

設置主体 園長名

３　利用定員・職員数（予定）

認可定員 園長 1　人 調理員 3 人

０歳児 ６　人 主任 1　人 生活支援員 4 人

１～２歳児 １２　人

３～５歳児 ２７　人

４　開所時間・休所日

平日 平日

土曜日 土曜日

受入れ年齢 休所日

ならし保育

５　保育料の他に必要な費用

保育料

延長保育料

６　給食

0歳児

１・２歳児

７　特別保育事業

⑥□地域子育て支援センター ※⑤⑥は未就園児を対象に実施

８　入園に際して

浅口市立竜南保育園 平成18年3月21日

浅口市立竜南保育園

浅口市寄島町３２０３－１

TEL　0865－54－2601 FAX　0865－54－2601

保護者が安心して預けられる保育園をめざし、家庭的な雰囲気の中で一人ひとりのかかわりを大切に
保育します。

浅口市 三宅　智子

４５　人

職員数
利用定員

保育士 9 人

開所時間
（保育標準時間利

用）

7:00～18:00 通常保育時間
（保育短時間利

用）

8:00～16:00

7:00～18:00 8:00～16:00

３ケ月から 日曜日・祝日・年末年始(１２月２９日～１月３日)

入園後　一週間程度

市の規定に基づく
その他 保護者会費、絵本代 など

別途

　ミルク　離乳食

　完全給食（主食・副食ともに提供）、午前１０時と午後３時のおやつ

３歳以上児
　完全給食（主食・副食ともに提供）、午後３時のおやつ

　(主食費・副食費は別途徴収します。）

用意するもの
　カバン、タオル、コップ、歯ブラシ、箸、着替え、通園バック、
　シューズ袋、布団等

①☑延長保育　 ②□病後児保育  ③□休日保育　④□一時預かり（幼稚園型）　⑤□一時預かり（一般型）　

施設見学 　随時　来園前に連絡をください。

園庭開放 　毎月第２火曜日　　９：３０～１１：００

購入が必要なもの

　制服（冬用スモック）　カラー帽子　名札　連絡帳等

　道具箱（クレヨン、自由画帳、のり、はさみ 等）

　年齢によって購入品に違いがあります。
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ホームページ

１　教育・保育目標

２　施設の名称等

名　称 設置年月日

設置主体 園長名

３　利用定員・職員数（予定）

認可定員 園長 １人 栄養士 ２人

利用定員（1号）満３～５歳児 ７５人 副園長 １人 調理員 ２人

０歳児 ８人 主任保育教諭 ２人 用務職員 １人

１～２歳児 １８人
保育教諭

（パート含む）
２３人 事務職員 １人

３～５歳児 ２４人 保育支援員 ３人

４　開園時間・休園日

平日 平日

土曜日 土曜日

受入れ年齢

ならし保育 休園日

施設設備費

概算納入金

延長保育料

６　給食

0歳児

１・２歳児

７　特別保育事業

⑥□地域子育て支援センター ※⑤⑥は未就園児を対象に実施

８　入園に際して

用意するもの 布団、着替え、手拭きタオル、コップ、上履き等

見学 電話による事前予約により、随時可能

園庭開放 園庭(地域)開放日・毎週土曜日９：００～１１：３０

購入が必要なもの
３歳児以上…制服代と教材費を含めて３０，０００円程度
０～２歳児…制服代と教材費を含めて３,０００～１０，０００円程度
※年齢によって、購入品に違いがあるため金額は目安です。

ミルク・離乳食

完全給食(主食･副食共に提供)、１０：００と１５：００のおやつ

３歳以上児 完全給食(主食･副食共に提供)、１５：００のおやつ  (主食費・副食費は、別途徴収します。）

①☑延長保育　 ②□病後児保育  ③□休日保育　④☑一時預かり（幼稚園型）　⑤□一時預かり（一般型）　

生後6か月以上～小学校就学前

入園後、1週間程度 日曜日･祝日･年末年始(12/29～1/3)

５　保育料の他に必要な費用

保育料 市の規定に基づく
その他

月額3,000円

月額3,000円

別途(15分につき50円) PTA会費・絵本代・行事費等は、概算納入金で実費精算します。

　１２５人

職員数

利用定員
（2号・3号）

人数には、1号認定担当職員を含みます。

開園時間
（保育標準時間利

用）

7:30～18:30 通常保育時間
（保育短時間利用）

8:00～16:00

7:30～18:30 8:00～16:00

金光教祖の教えに基づき、一人ひとりの子どもがその子にふさわしく成長していくことを大切にする教育・保育を行います。
　・心身共にたくましい子ども（げんきな子）
　・情緒豊かで思いやりのある子ども（やさしい子）
　・意欲を持って最後までやり遂げる子ども（がんばる子）

金光学園こども園 平成２８年４月１日

学校法人金光学園 神田　繁雄

学校法人　金光学園

金光学園こども園

所在地　　浅口市金光町大谷499-1

TEL　0865－42―2107 FAX　0865－42―2107

"http://kids-kg.jp/
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ホームページ

１　教育・保育目標

２　施設の名称等
名　称 設置年月日

設置主体 園長名

３　利用定員・職員数（予定）
認可定員 園長 1人 管理栄養士 2人

利用定員（1号） ３～５歳児 13人 主任教諭 1人 栄養士 0人

０歳児 8人 保育教諭

（パート含む）
18人 事務職員 1人

１～２歳児 24人 保育補助 1人

３～５歳児 45人

４　開園時間・休園日
平日 平日

土曜日 土曜日

受入れ年齢 休園日

ならし保育

保育料

延長保育料

６　給食
0歳児 ミルク・離乳食

１・２歳児 完全給食 (主食･副食共に提供)、午前おやつ、午後おやつ

７　特別保育事業

⑥□地域子育て支援センター ※⑤⑥は未就園児を対象に実施

８　入園に際して

社会福祉法人　松園福祉会
浅口はちまん認定こども園

浅口市鴨方町鴨方１５４０－１　

TEL　0865-54-0200 FAX  0865-54-0201

"http://hachiman-h.jp/

 

「和顔心」を基本姿勢とし、元気で明るくやさしい心をもった子どもを育てる。
◆みんなと仲良く遊ぶ子ども　◆思いやりのあるやさしい心をもった子ども
◆がまん強くがんばる子ども
◆物事に興味をもち、考えて創り出す子ども
◆思った事をはっきり話し、人の話をよく聞く子ども
◆好き嫌いをせずに何でも食べる元気な子ども

浅口はちまん認定こども園 平成29年4月1日

社会福祉法人松園福祉会 丸野　由美子

　90人

職員数
利用定員

（2号・3号）
人数には、1号認定担当職員を含みます。

開園時間
（保育標準時間利用）

7：00～18：00 通常保育時間
（保育短時間利

用）

8：00～16：00

7：00～18：00 8：00～16：00

生後57日～就学前 日曜日･祝日･年末年始(12/29～1/3)･園が定める休業日

入園後、1週間程度

５　保育料の他に必要な費用
市の規定に基づく

その他
施設整備及び教育充実費・・・月額2,500円
絵本代、保護者会費、写真購入代等別途

自園調理
(独自献立)

３歳以上児 完全給食 (主食･副食共に提供)、午後おやつ(主食費・副食費は別途徴収)

①☑延長保育　 ②□病後児保育  ③□休日保育　④□一時預かり（幼稚園型）　⑤□一時預かり（一般型）　

施設見学 随時見学可（事前に電話連絡をしてください）

園庭開放 月1回土曜日　9：30～11：00

購入が必要なもの
制服・通園カバン・教材等（30,000円程度）

※年齢によって購入物品が異なる場合があります。

用意するもの 布団・着替え・手拭きタオル・コップ・歯ブラシ等
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所在地　 浅口市鴨方町六条院中2347-1

TEL　0865-45-8400 ＦＡＸ　0865-45-8401

ＵＲＬ　http://www.kcv.ne.jp/~seika_ps/index.html

１　保育方針

２　施設の名称等
名　称 設置年月日

設置主体 園長名

３　利用定員・職員数（予定）
認可定員

利用定員（1号） ３～５歳児 　７人 園長 １人 栄養士 ２人以上

０歳児 10人 副園長 １人以上 看護師 １人以上

１～２歳児 24人 事務・支援員 １人以上

３～５歳児 36人

４　開園時間・休園日
平日 平日

土曜日 土曜日

受入れ年齢 休所日

ならし保育

保育料

延長保育料

６　給食
0歳児 自園調理、ミルク・離乳食 　

１・２歳児 自園調理、完全給食(主食･副食ともに提供)、午前9時と午後3時のおやつ

自園調理、完全給食(主食･副食ともに提供)、午後3時のおやつ

（主食費・副食費は別途徴収します）

７　特別保育事業
①☑延長保育　 ②□病後児保育  ③□休日保育　④□一時預かり（幼稚園型）　⑤☑一時預かり（一般型

⑥☑地域子育て支援センター          ※①～④の事業は在園児を対象、⑤⑥は未就園児を対象に実施

８　入園に際して 　

随時可能（電話での事前予約が必要です）

着替え、布団等

社会福祉法人　聖華会

聖 華 こ ど も 園

仏教保育を基本とし、人間性の根本である情緒を豊かに深く育てるとともに、保護者に対する子育ての
支援を行う。
① 思いやりのある子ども
② きちんとした生活のできる子ども
③ 辛抱づよい子ども
④ 創造に向かって努力できる子ども
⑤ 落ち着いて考えることのできる子ども
⑥ 豊かな知性と感性のある子ども

聖華こども園 平成30年4月1日

社会福祉法人　聖華会 妹尾　華子

　77人

職員数利用定員
（2号・3号）

保育教諭
（パート含

む）

３人以上
※変動あり

開園時間
（保育標準時間利用）

7：00～18：00 通常保育時間
（保育短時間利

用）

8：00～16：00

7：00～18：00 8：00～16：00

生後57日～就学前 日曜日･祝日･年末年始(12月29日～1月3日)

  入園後1週間～2週間程度

５　保育料の他に必要な費用
市の規定に基づく

その他
スポーツ振興センター共済制度加入費、

１時間200円 施設整備費及び教育充実費(月1,800円)等

用意するもの

３歳以上児

施設見学

園庭開放 開放日：月2～3回（木曜日）　開放時間 9:30～12:00

購入が必要なもの
制服・通園カバン・帽子・連絡帳等

※年齢によって購入物品が異なります。
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所在地　　　

TEL　0865-44-2376 FAX　0865-44-2376

１　教育・保育目標

２　施設の名称等

名　称 設置年月日

設置主体 園長名

３　利用定員・職員数（予定）

認可定員 園長 １人 生活支援員 ７人

 利用定員(1号） ３～５歳児 ８５人 副園長 １人 預かり保育士 １人

３歳児 ２０人 保育教諭 ９人

４歳児 ３０人

５歳児 ３０人

４　開園時間・休園日

平日 平日

土曜日 土曜日

保育料

延長保育料

６　給食

　完全給食（主食・副食ともに提供）、午後３時のおやつ

　（主食費・副食費は別途徴収します）

７　特別保育事業

⑥□地域子育て支援センター ※⑤⑥は未就園児を対象に実施

８　入園に際して

浅口市立六条院こども園

浅口市鴨方町六条院中２０７２番地

心豊かでたくましく生きようとする子どもを育てる
１）元気な子ども　　　　　２）がんばる子ども　　　　　　３）仲よく遊ぶ子ども

浅口市立六条院こども園 平成29年4月1日

浅口市 　小田　美津子

１６５人

職員数

利用定員
(2号）

市の規定に基づく
その他

保育教材費、ＰＴＡ会費、
日本スポーツ振興センターなど別途

開園時間
(保育標準時間利用)

7:00～18:00 通常保育時間
（保育短時間利

用）

8:00～16:00

7:00～18:00 8:00～16:00

受入れ年齢
３歳児から

（R4.4.1現在で満３歳以
上の子ども）

休園日 　日曜日・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）

５　保育料の他に必要な費用

用意するもの 　 タオル　コップ　歯ブラシ　着替え　手提げ袋　上靴袋　傘　布団等

給食は、給食センター又は寄島こど
も園からの搬入となります

施設見学 　随時見学可（来園前に電話連絡をしてください）

園庭開放 　毎月第3木曜日（変更する場合もあります）9：30～11：00

購入が必要なもの
　 制服（体操ズボン・園児服）、通園カバン、色帽子、名札等

　 道具箱（クレヨン、自由画帳、のり、はさみ、粘土等）、出席ノート、お手紙ファイル等

①☑延長保育　 ②□病後児保育  ③□休日保育　④☑一時預かり（幼稚園型）　⑤□一時預かり（一般型）　
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所在地　　　

TEL　0865-54-3925 FAX　0865-54-3955

１　教育・保育目標

２　施設の名称等

名　称 設置年月日

設置主体 園長名

３　利用定員・職員数（予定）

認可定員 園長 １人 事務員 1人

 利用定員(1号） ３～５歳児 ４５人 副園長 ２人 生活支援員 ６人

０歳児 １２人 保育教諭 １５人 預かり保育士 ２人

１～２歳児 ４０人 管理栄養士 １人

３～５歳児 ４５人 調理員 ６人

４　開園時間・休園日

平日 平日

土曜日 土曜日

受入れ年齢 休園日

ならし保育

保育料

延長保育料

６　給食

0歳児 　ミルク　離乳食

１・２歳児

７　特別保育事業

⑥□地域子育て支援センター ※⑤⑥は未就園児を対象に実施

８　入園に際して

通常保育時間
（保育短時間利

用）

8:00～16:00

7:00～18:00

浅口市立寄島こども園

浅口市寄島町１６０８９－４

心身ともに健康で、心豊かな子どもの育成
健康で明るい子ども　　友達と仲良く遊ぶ子ども　　やさしく思いやりのある子ども　　最後まで頑張る子ども

浅口市立寄島こども園 平成28年4月1日

市の規定に基づく
その他 ＰＴＡ会費、絵本代など

別途

浅口市 岡堂　典以史

１４２人

職員数

8:00～16:00

3ヶ月から 　日曜日・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）

     入園後　一週間程度

５　保育料の他に必要な費用

利用定員
(2･3号）

開園時間
(保育標準時間利用)

7:00～18:00

3歳未満の給食は、自園
調理です　完全給食（主食・副食ともに提供）、午前10時と午後3時のおやつ

３歳以上児
　完全給食（主食・副食ともに提供）、午後3時のおやつ 3歳以上の給食は給食セ

ンターから搬入、又は自
園調理となります（主食費・副食費は別途徴収します。）

用意するもの    タオル　コップ　歯ブラシ　着替え　通園バック　シューズ袋　布団など

①☑延長保育　 ②□病後児保育  ③□休日保育　④☑一時預かり（幼稚園型）　⑤☑一時預かり（一般型）　

施設見学 　随時　※来園前に連絡をください。

園庭開放 　毎月第3木曜日　9:30～11:00

購入が必要なもの
　 制服(体操服・体操ズボン・園児服)、カラー帽子、カバン、名札、出席ノートなど

　 道具箱(クレヨン、自由画帳、のり、はさみなど) 年齢によって購入品に違いがあります。
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１　教育・保育目標

２　施設の名称等

名　称 設置年月日

設置主体 施設長

３　利用定員・職員数

認可定員 施設長 １人

０歳児 ３人 保育責任者 １人

１～２歳児 ９人 保育士
（パート含む）

４人

４　開園時間・休園日

開園時間

ならし保育 休園日

５　保育料の他に必要な費用

延長保育料

６　給食

０歳児

１・２歳児

７　特別保育事業

⑤□一時預かり(一般型)　⑥□地域子育て支援センター　※⑤⑥は未就園児を対象に実施

８　入園に際して

所在地　　浅口市金光町大谷451

TEL/FAX 0865-42-2107

(TEL・FAXは、金光学園こども園の番号)

ホームページ "http://kids-kg.jp/

金光教祖の教えに基づき、一人ひとりの子どもがその子にふさわしく成長していくことを大切にす
る保育を行います。
　・心身共にたくましい子ども（げんきな子）
　・情緒豊かで思いやりのある子ども（やさしい子）
　・意欲を持って最後までやり遂げる子ども（がんばる子）

金光学園乳児保育園 令和４年４月１日

学校法人金光学園 星島　眞代

　１２人

７：００～１９：００

保育標準時間　平日・土曜日 ７：３０～１８：３０

保育短時間　　平日・土曜日 ８：００～１６：００

生後６か月以上の０歳児・１歳児・２歳児

３歳児クラスに進級する際は、金光学園こども園での受入を基本とする

入園後、1週間程度 日曜日･祝日･年末年始(12/29～1/3)

施設設備費 月額3,000円

概算納入金 月額3,000円

別途(15分につき50円) ＰＴＡ会費・行事費等は、概算納入金で実費精算

ミルク・離乳食

完全給食(主食･副食共に提供)、10:00と15:00のおやつ

☑① 延長保育　 ②□病後児保育  ③□休日保育　④□一時預かり(幼稚園型)

用意するもの 布団、着替え、手拭きタオル、コップ、上履き等

学校法人　金光学園

金光学園乳児保育園

職員数
栄養士、調理員、用務職員、事
務職員は、金光学園こども園の

職員が兼務
利用定員
(３号)

開園時間内において、保育時間

の前後は延長保育を提供保育時間

受入年齢

保育料 市の規定に基づく
その他

給食は金光学園こども園で調理
し搬入

入園案内・見学 見学は事前予約により随時可能(金光学園こども園にご連絡ください)

購入が必要なもの
０～２歳児…制服代と教材費を含めて3,000円～20,000円程度
※年齢によって、購入品に違いがあるため金額は目安
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(TEL・FAXは、浅口はちまん認定こども園の番号)

ホームページ

１　教育・保育目標

２　施設の名称等

名　称 設置年月日

設置主体 施設長

３　利用定員・職員数（予定）

認可定員 施設長 1人

０歳児 3人
保育士（非常勤含む）

（パート含む） 5人

１・２歳児 9人

４　開園時間・休園日

平日 平日

土曜日 土曜日

ならし保育 入園後、1～2週間程度 休園日

※土曜日の保育については園にお問い合わせください

保育料 その他

６　給食

0歳児 ミルク・離乳食

１・２歳児 完全給食 (主食･副食共に提供)、午前おやつ、午後おやつ

７　特別保育事業

⑥□地域子育て支援センター ※⑤⑥は未就園児を対象に実施

８　入園に際して

浅口市鴨方町鴨方１５４２－１　

TEL　0865-54-0033 FAX  0865-54-0034

"http://hachiman-h.jp/

浅口はちまん小規模保育園 令和4年04月01日

社会福祉法人松園福祉会 丸野　由美子

　12人

8：00～18：00 8：00～16：00

※（　8：00～18：00　） ※（　8：00～16：00　）

生後6ヶ月～2歳児

3歳児以降については、浅口はちまん認定こども園を希望する場合、教育・保育給付認定により受け入れとする

日曜日･祝日･年末年始(12/29～1/3)･園が定める休業日

５　保育料の他に必要な費用

市の規定に基づく 絵本代、保護者会費、写真購入代等

①□延長保育　 ②□病後児保育  ③□休日保育　④□一時預かり（幼稚園型）　⑤□一時預かり（一般型）　

施設見学 随時見学可（事前に電話連絡をしてください）

園庭開放 なし

購入が必要なもの 用品等

用意するもの 布団・着替え・手拭きタオル・コップ等

社会福祉法人　松園福祉会　　　　　　　　
浅口はちまん小規模保育園

「和顔心」を基本姿勢とし、元気で明るくやさしい心をもった子どもを育てる。
◆みんなと仲良く遊ぶ子ども　◆思いやりのあるやさしい心をもった子ども　◆がまん強くがんばる子ども
◆物事に興味をもち、考えて創り出す子ども　◆思った事をはっきり話し、人の話をよく聞く子ども
◆好き嫌いをせずに何でも食べる元気な子ども

職員数利用定員
（3号）

開園時間
（保育標準時間利用）

通常保育時間
（保育短時間利用）

受入れ年齢

浅口はちまん認定こども園から
搬入


