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１．保育園・認定こども園・地域型保育事業所は 

どんなところ？       

【保育園】２号・３号

保育園とは、保護者の労働、疾病、出産、看護などの事由により、その子ど

も（乳幼児）の保育を必要とする場合において、家庭での保育に代わって保育

するところです。 

【認定こども園】１号・２号・３号

 幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持つ施設です。３～５歳の児童は、保

護者の働いている状況に関わりなく、教育・保育を一緒に受けます。保護者の

就労等の状況が変わっても通いなれた園を継続して利用することができます。 

【地域型保育事業所（小規模保育・事業所内保育）】３号

 保育園・こども園よりも少人数で、０から２歳の児童を保育します。 

※ １号認定は、３歳以上の児童であればどなたでも通うことができます。 

２号・３号認定は、保護者が「保育の必要性」の事由のいずれかに該当する 

必要があります（詳しくは６・７ページ参照）。



【公立保育園】

施設名 所在地 電話番号 対象年齢 短時間 標準時間 土曜保育 開所時間

生後

８ヶ月以上

生後

８ヶ月以上

生後

８ヶ月以上

原則

２歳以上

原則

１歳以上

生後

８ヶ月以上

原則

２歳以上

原則

１歳以上

※公立保育園・公立認定こども園（2・3号）の土曜保育については、利用人数により実施施設が変わる場合があります。

【私立保育園】

施設名 所在地 電話番号 対象年齢 短時間 標準時間 土曜保育 開所時間

生後

６ヶ月以上

生後

２ヶ月以上

生後２ヶ月以上

２歳まで

生後２ヶ月以上

２歳まで

7:30～19:30

8:00～16:00 7:30～18:30

24-0021 8:30～16:30

26-0811

8:00～16:00 7:30～18:30

7:30～18:30

7:30～18:307:30～18:30

60

29-1768

 古井第一
 保育園で実施

26-9111

定員

8:30～16:30 7:30～18:30

90

45

195

95

8:00～16:30 7:30～18:30

75

25-2282

25-2746

26-198680

145

２．保育園・認定こども園・地域型保育事業所・企業主導型保育
　　事業所の一覧

あじさいヶ丘３丁目１１番地１０ 60

森山学園 森山町１丁目６番３３号

加茂学園 太田町４２１１番地１

26-3332

25-2226

ニチイキッズ
美濃加茂保育園

たちばな保育園 古井町下古井５７５番地

本郷町２丁目８番１号

7:30～18:30

8:00～16:00

第2・4
8:00～12:00
第1・3・5
 7:30～17:00

※対象年齢は年度当初（令和２年４月１日）の年齢です。

加茂野保育園 加茂野町鷹之巣１４５３番地 26-9813

ほくぶ保育園 伊深町１５６３番地３

下米田保育園 下米田町今１０９番地２

7:30～18:30

太田第二保育園 西町３丁目２４９番地１ 110

定員

90

280

7:30～19:00

7:10～19:00

太田第一保育園 太田本町５丁目３番２４号 25-2642

古井第一保育園

古井第二保育園 古井町下古井２０７番地

蜂屋保育園 蜂屋町中蜂屋４４７４番地 25-4554
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【公立認定こども園】

施設名 所在地 電話番号 対象年齢 短時間 標準時間 土曜保育 開所時間

２歳以上 8:30～16:30 7:30～18:30
 　　古井第一
保育園で実施

7:30～18:30

３歳以上 9:00～15:00

※公立保育園・公立認定こども園（2・3号）の土曜保育については、利用人数により実施施設が変わる場合があります。

【私立認定こども園】

施設名 所在地 電話番号 対象年齢 短時間 標準時間 土曜保育 開所時間

生後５ヶ月以上 8:30～16:30 7:30～18:30 7:30～18:30 7:00～19:00

３歳以上 8:30～16:30

生後８ヶ月以上 8:00～16:30 7:30～18:30 7:30～17:00 7:30～18:30

３歳以上 8:00～18:30

【地域型保育事業所】

小規模保育

施設名 所在地 電話番号 対象年齢 短時間 標準時間 土曜保育 開所時間

生後６ヶ月以上

２歳まで

生後６ヶ月以上

２歳まで

生後６ヶ月以上

２歳まで

事業所内保育

施設名 所在地 電話番号 対象年齢 短時間 標準時間 土曜保育 開所時間

生後10ヶ月以上

２歳まで

【企業主導型保育事業所】

施設名 所在地

こどもみらい園
ぽぽらす

加茂野町市橋５７８番地２

ふふ保育園 本郷町４丁目８番２５号

よつば保育園（仮）
（令和2年4月開園予

定）
中部台６丁目１１番１ 19 24-0428 8:00～16:00 7:30～18:30 8:00～16:00 7:30～18:30

66-8773

詳細（保育内容・保育料・入園申込等）は
施設に直接お問い合わせください

7:30～18:307:30～18:30
録三会

あゆみ保育所
太田町２８１７番地１ 7 28-1225 8:00～16:00 7:30～18:30

66-6000

認定こども園
山手幼稚園

本郷町７丁目１５－２５ 25-4823
(2・3号)102

 （1号）260

定員

りんご保育園
まきの

牧野１９３２番地７４

りんご保育園
にしまち

西町２丁目２６６番地 12 58-7555 8:30～16:30 7:30～18:30
8:30～17：30
連携園にて実

施
7:30～18:30

定員

明応こども園 加茂野町木野１１６７番地
(2・3号)135

25-5601

 （1号）   10

7:30～18:3012 27-5017 8:30～16:30 7:30～18:30
8:30～17：30
連携園にて実

施

8:00～16:30

9:00～15:00

9:00～15:00

25-4555

定員

電話番号

山之上こども園 山之上町２８１２番地１

定員

 （2・3号） 55

 （1号）    15
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３．利用手続き 

★手続きの流れ 

≪保護者≫          ≪市≫ 

認 定 申 請  →  申請書受理・審査 

↓

認 定 証 の 受 領  ←  認 定 証 の 交 付 

↓

利 用 申 込 み  →  利 用 調 整 

↓

決定通知書の受領  ←  決定通知書の通知 

↓

保 育 の 利 用 

★手続きに必要なもの 

① 認定申請書（すでに認定を受けている場合は認定証） 

② 入園申込書 

③ 印鑑(朱肉で押印するもの。ゴム印、その他印形の変形しやすいものは不可)

④ 保護者および申請に係る小学校就学前の子どものマイナンバーカードま

たは通知カード 

⑤ 入園申請チェックシート 

⑥ 「保育の必要性」の事由を証明する書類（職場等での証明が必要） 

⑦ 納税通知書、所得課税証明書または非課税証明書 

※①②⑤⑥：用紙はこども課窓口で配布しています。 

⑦：他市町村からの転入等によって当市に税情報のない世帯のみ提出 

  が必要です（平成３１年１月２日以降に転入された方） 

その他、利用申込み時に保育料の口座振替依頼書等の書類提出をお願いするこ

とがあります。※公立の保育所等給食費（以下「副食費」。）は、令和２年４月か

ら口座振替開始予定です。 

書類は黒のボールペンでご記入ください。消せるボールペン、消せるサインペ

ン、鉛筆は不可。記入ミスは修正液等使用せず、２本線で消し、消した箇所に押

印して訂正してください。 

★認定申請について 

教育・保育給付認定申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えてこども課へ

認定申請と 

利用申込みは

同時に手続き

が可能です。
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提出してください。保育を必要としている事由や保育の必要量（時間）等を確認

し、認定証を交付します。 

≪保育必要量≫

保育標準時間（最長１１時間）フルタイム就労を想定 

← １１時間（利用可能な時間帯＝保育必要量） → 

延長保育   原則的な保育時間（８時間）   延長保育 

保育短時間（最長８時間）パートタイム就労を想定 

  ←８時間（利用可能な時間帯＝保育必要量）→   

延長保育 原則的な保育時間（８時間）＝利用可能な時間帯 延長保育 

※ 必要量に応じて、月額保育料が異なります（８ページ参照）。 

※ 認定を受けた保育時間を超えた場合は、別途延長保育料を徴収します。ただ

し、延長できる保育時間は各園の開所時間が限度となります（１０ページ参

照）。 

≪教育・保育給付認定区分≫ 

区分 対象児 

１号認定 ２号認定を除く、満３歳以上の就学前の子ども

２号認定 
満３歳以上で保護者の労働や疾病等により、 

保育を必要とする子ども 

３号認定 
満３歳未満で保護者の労働や疾病等により、 

保育を必要とする子ども 

認定事由に該当していること等の現況確認を毎年６月と１２月に行います。

（３号から２号への切替えは年度の途中となりますが、改めて認定申請書を提

出する必要はありません） 
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≪「保育の必要性」の事由及び証明する書類について≫ 

事由 

及び 

利用可能保育時間 

必要書類 

①

就労 

標準時間 

（毎月１２０時間以上の就労）

短時間 

（毎月５２時間以上の就労）

Ⅰ 就労・復帰（予定）証明書 

※就労内定の場合、就労後に就労・復帰証明書

を提出すること。 

②
妊娠・出産 

標準時間・（短時間） 
Ⅰ 母子手帳（出産予定日の分かる書類）のコピー

③
保護者の疾病・障がい 

標準時間・短時間 

Ⅰ 診断書または身体障害者手帳等のコピー 

※ 入院の場合は入院期間が分かる書類。 

ただし、診断書に入院期間が明記されている場

合は省略できます。 

④

障がいまたは長期入院な

ど、常時の介護や看護が

必要な親族がいること 

標準時間・短時間 

Ⅰ 診断書または身体障害者手帳等のコピー 

※ 入院の場合は入院期間が分かる書類。 

ただし、診断書に入院期間が明記されている場

合は省略できます。 

Ⅱ 申立書 

⑤
災害復旧 

標準時間・（短時間） 
Ⅰ 罹災証明書 

⑥
求職活動 

短時間 

Ⅰ ハローワークカードのコピー

Ⅱ 誓約書

⑦
就学 

標準時間・短時間 

Ⅰ 在学証明書 

※ 就学が決まっている場合は、合格通知書。 

ただし、就学後、在学証明書を提出すること。

Ⅱ 在学期間の分かる書類 

⑧

虐待やＤＶの恐れがある

こと 

標準時間・（短時間）

※ ご相談ください。 
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⑨

育児休業取得時に、既に

在園し、継続して保育が

必要な児童がいること 

短時間 

Ⅰ 育児休業期間及び就労復帰予定日の分かる 

書類 

⑩

年少以上の児童につい

て、年度内に育児休業か

ら復帰予定の場合 

短時間 

Ⅰ 就労復帰予定日の分かる書類 

保育の実施期間は、小学校の就学始期までの範囲内で、保護者がお子さんの保

育ができない期間です。 

※ ただし、上記②・⑥・⑨については入園できる期間が限定されます。 

②：出産予定日から起算して産前６週の属する月の初日から産後８週の翌日 

の属する月の末日まで 

⑥：９０日間(９０日以内に就労証明書の提出がない場合は退園となります) 

⑨：育児休業に係る子どもが満１歳に達する日の属する月の月末まで（ただ 

し、年長児の場合は小学校就学前までとする） 

①～⑩の事由のいずれにも該当しなくなった場合は、退園となります。在園中

に事由が変更となった場合には、教育・保育給付認定変更申請書の提出が必要と

なります（原則前月２０日までに申請）。 

★利用申込み 

 入園申込書に必要事項を記入し、認定証・必要書類を添えてこども課へ提出し

てください。年度途中の入園を希望される場合は、入園希望日の１か月前（育児

休業明けの方は復帰予定日の３か月前）の同日より申込みが可能です。 

「保育の必要性」の事由以外にも、ひとり親家庭、生活保護世帯、同居親族の

就労状況等も加味し、優先度の高い世帯から希望の園に決定します。 

※ １号認定については、各園にて選考となります。 

 （山之上こども園は申込多数の場合は抽選で決定します。） 
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４．保育料・給食費 
≪保育料≫  

階層区分 

保育料（月額） 

３歳未満 

保育標準時間 保育短時間 

A 生活保護世帯 0 円 0 円

B 市町村民税非課税世帯 0 円 0 円

C 

A 階層、B 階層を

除き前年分の市

町村民税課税世

帯であって、その

所得割課税額が

次の区分に該当

する世帯 

48,600 円未満 12,100 円 11,100 円

D1 
48,600 円以上

71,600 円未満 
19,500 円 18,500 円

D2 
71,600 円以上

97,000 円未満 
25,300 円 24,300 円

D3 
 97,000 円以上

117,500 円未満
30,600 円 29,600 円

D4 
117,500 円以上

169,000 円未満
41,100 円 40,100 円

D5 
169,000 円以上

301,000 円未満
44,600 円 43,600 円

D6 
301,000 円以上

397,000 円未満
54,000 円 53,000 円

D7 397,000 円以上 68,100 円 67,100 円

※３歳以上児の保育料につきましては、令和元年１０月より無償化されました。 

≪給食費≫ 

３歳以上児は給食費（副食費と主食費）が必要です。（３歳未満児は保育料に

含まれます。） 

２号認定（公立）：副食費 4,500 円 

１号認定（公立）：副食費 4,000 円 

※私立保育園、私立認定こども園の副食費と主食費については、園へ直接お問

い合わせください。 

※公立保育園・公立認定こども園の主食費は保護者会へお支払いいただきます

ので、各園にご確認ください。 
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★保育料の基準について 

保育料は、入園児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以

外の扶養義務者（家計の主宰者である場合に限る）の市町村民税額の合計額に

応じて階層区分が決まり、また、年齢及び保育必要量（標準時間または短時

間）によって金額が異なります。 

各階層区分の保育料は国が定める上限額の範囲内で市が基準を定めます。な

お、公立、私立とも保育料の基準は同じです。 

※ 保育料の切替えは毎年９月です。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月   １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

前年度（３１年度）の市町村民税額に基づく保育料 当年度（令和２年度）の市町村民税額に基づく保育料 

保育料は、入園した年度の４月１日現在の満年齢で決定します（年度途中で３

号から２号に認定切替となっても保育料は変わりません）。 

同一世帯から２人以上の児童が入園されている場合の保育料については、最

年長児は全額、２番目に年長の児童は半額、その他の児童は無料となります。 

また、市町村民税所得割課税額が 97,000 円未満の多子世帯、ひとり親世

帯、障がい者のいる世帯等には、保育料負担軽減制度が適用される場合があり

ます。 

※市町村民税所得割課税額が２号認定は 57,700 円未満、１号認定は 77,100

円以下の世帯の子どもは副食費が免除されます。また、小学校就学前の保育所

等を利用する最年長の児童を第１子とカウントして第３子以降の児童について

は、副食費が免除されます（１号認定こどもについては、小学校３年生までの

兄・姉を第１子としてカウントします）。 

★保育料の納入について 

市内公立保育園・公立認定こども園・市内私立保育園 

 保育料の納入方法は、現金紛失事故の防止及び現金取扱い事務の簡素化のた

め、口座振替による納入をお願いしております。口座振替の場合は、毎月月末

に指定された口座より引き落としとなります（ただし、１２月は２５日、金融

機関が休業日の場合は翌営業日）。口座振替による納入ができない場合は、事

前に市役所こども課へご相談ください。 

９月 
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私立認定こども園・地域型保育事業所 

 保育料は私立認定こども園・地域型保育事業所が直接徴収します。納入方法

については各こども園・地域型保育事業所にお尋ねください。 

★副食費の納入について 

 ３歳以上児の副食費は、公立保育園・公立認定こども園については令和２年

４月から口座振替を開始予定です。私立保育園・私立認定こども園については

各園に直接お支払いいただきます。 

★その他 

病気などにより長期欠席される場合も、在籍している限り保育料の算定対象

となりますので、事前に園又は市役所こども課までご相談ください。 

また、退園される場合も必ず事前にご連絡ください。退園届の提出がない場

合は欠席とみなし、保育料をお支払いいただきます。 

★延長保育料（公立保育園・公立認定こども園）について 

認定を受けた保育必要量区分（時間帯）を超えた場合は、別途延長保育料を徴

収します。ただし、延長できる保育時間は各園の開所時間が限度となります。 

① 基本延長保育料   ３０分単位 ２００円／回 

② 月額延長保育料（登録制） 

勤務時間等、明確な理由があり、定期的に一定時間の延長保育が見込ま

れる場合は、就労証明書等をもとに月単位で利用登録が可能です。 

     １時間以内          ４００円／月 

     ２時間以内           ８００円／月 

     ２時間を超える場合   １，０００円／月 

（標準時間の保育料と同額の負担となります）

③ 特別延長保育料 １８：３０を超えた場合 １５分単位 ５００円／回 

※ 私立保育園・私立認定こども園・地域型保育事業所の延長保育料について

は、園へ直接お問い合わせください。
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５．主な年間行事の一覧       （各園により異なります）

入園式      ４月初旬 

子どもの日    ５月初旬 

春の遠足     ５月頃 

七夕まつり    ７月上旬 

プール開き    ７月上旬 

夏まつり     ７月～８月 

運動会      １０月頃 

秋の遠足     １０月頃 

生活発表会    １２月頃 

新年お楽しみ会  １月初旬 

節分（豆まき）  ２月初旬 

ひなまつり    ３月初旬 

おわかれ遠足   ３月初旬 

卒園式      ３月下旬 

誕生日会      毎月 

保育参観・家庭訪問 適時 

日曜、祝日及び年末年始は休園となります。 

※ 山之上こども園（１号）については、土曜、日曜、祝日は休園、８月１日～

８月２５日は夏休み、１２月２６日～１月７日は冬休み、３月２８日～４月４日

は春休みとなります。 

※私立こども園（１号）の休園日については園へ直接お問い合わせください。 

活気あふれる 『遊び』 ができる子

明るいくらしのできる子

感動できる子

元気に遊べる子

保育目標 
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６．園での一日～デイリープログラム～ 
（各園により異なります）

≪３歳以上児≫

８:３０   登園(２号)  あいさつ・健康チェック・所持品の片付け・自由あそび 

９:００  登園(１号)     〃 

９:３０   朝の会    リズムあそび（フォークダンスなど） 

         課題あそび  表現あそび（歌、楽器、お絵描きなど） 

                排泄・手洗い・うがいなどを含む日案により保育 

１１:３０   食事準備    排泄・手洗い・うがい   

        昼食      食事・はみがき         

１３:００   あそび     日案により保育（夏期は昼寝）  

１４:３０  おやつ     排泄・手洗い・うがい 

おわりの会   片付け・降園準備・あいさつなど 

１５:００   降園(１号)   健康状態等の伝達 

１６:３０    降園(２号)         〃 

≪３歳未満児≫

８:３０   登園     あいさつ・健康チェック・所持品の片付け・自由あそび 

９:３０    朝の会    リズムあそび（フォークダンスなど） 

          課題あそび  排泄・手洗い・うがいなどを含む日案により保育 

          おやつ     

１１:３０   食事準備    排泄・手洗い・うがい 

         昼食      食事・はみがき           

１３:００   昼寝    

１４:３０   おやつ     排泄・手洗い・うがい        

         おわりの会  片付け・降園準備・あいさつなど 

１６:３０   降園     健康状態等の伝達 
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７．給食           

★３歳未満児：完全給食 

 主食・おかず（給食費は保育料に含みます） 

 おやつ（午前・午後） 

★３歳以上児：副食給食 

 主食・おかず 

 おやつ（午後）（主食・おかず・おやつ代は保護者負担です） 

★認定こども園（１号）：完全給食 

主食・おかず 

おやつ（午後）（主食・おかず・おやつ代は保護者負担です） 

★給食献立 

栄養士が幼児の発達に必要な栄養価を考えて献立をつくり、調理は専任の調

理員が行います。 

 毎月の献立表は園からのおたよりでお知らせしますので、家庭での献立の参

考にしてください。 

≪給食における栄養目標量≫ 

   区分 

年齢 

熱量 

  kcal

タンパク質 

g

カルシウム 

mg 

ビタミンＡ 

 g

３歳未満児 ４４１ １７．６ ２０２ １７４ 

３歳以上児 ４００ ２０．６ ２５５ ２０１ 

      （厚生労働省：日本人の食事摂取基準２０１５年版より算出） 

★食物アレルギー 

 食物アレルギーがある場合は、給食について、事前に園との相談が必要で

す。相談の際は、医師の診断書等必要な場合がありますので、必ず園にご確認

ください。 
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８．健康安全管理      

★午睡（ひるね） 

３歳未満児は健康保持のため年間を通して行います。その他の児童は、おお

むね夏の間行います（期間は各園により異なります）。 

午睡に必要な寝具類は、各園の指示に従ってください。 

★健康診断 

嘱託医による健康診断を行います（内科：年２回、歯科：年１回）。 

年１回ぎょう虫検査と尿検査を行います。 

 毎月１回発育測定を行います。 

★発熱、けが等と避難訓練 

在園中に発熱や、けがをした場合、保護者に連絡しますのでお迎えにきてく

ださい。緊急の場合には、保護者の到着を待たずに病院へ連れていくことがあ

ります。 

園の管理下で児童が不測の事故などで負傷した場合などに、医療費や見舞金

を給付する制度『日本スポーツ振興センター』に加入しています。年会費は１

人３６５円で、１２５円は市が負担し、２４０円は保護者に負担していただき

ます（別の保険制度に加入している園もあります）。 

自然災害等の非常事態に備え、毎月１回以上避難訓練を行います。 



- 15 -

９．保護者の皆さんへのお願い   

★登園・降園時の注意事項 

・欠席や登園が遅くなる時は、必ず朝９時までにご連絡ください。

・連れ去り防止等、安全な送迎のため、児童の送迎は保護者の責任でお願い

します（普段と違う方がお迎えの時は、必ず連絡してください）。 

・車での送迎は付近に迷惑がかからないように、速度や駐停車に気をつけて 

ください。 

 ・登園、降園時は、必ず職員に声をかけてください。 

★家庭と園との連絡 

・園からの連絡は『園だより』『クラスだより』その他の印刷物でお知らせ

しますので、カバンの中は毎日必ず見てください。 

・家庭事情などの変更は、すぐお知らせください（住所、勤務先、勤務時

間、家庭や職場の電話番号など）。 

・緊急連絡先を明確にしておいてください。 

★保健衛生 

 ・朝食は必ず食べさせてください。 

 ・登園前に排便の習慣をつけてください。 

 ・児童の健康状態を十分注意して、登園させるかどうかの判断は保護者で責 

任を持って行ってください。 

 ・児童が感染症にかかった時は、すぐに園に連絡して医師の許可があるまで 

お休みするようにしてください。 

★服装・持ち物 

 ・服装は、活動がしやすく、着替えに便利なもので、汚れても気にならない

ものを着せてください。 

 ・服、持ち物、履物には必ず名前をわかりやすくつけてください。 

 ・園で借りた衣類などは、洗濯をしてご返却ください。 

 ・靴は１人で履いたり脱いだりできるものにしてください。 
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★その他 

 ・児童に関する連絡は、担任又はその場に居合わせた保育士にお話しくださ

い。前日の家庭での気になることについては、十分にお話しください。 

 ・『特別警報』、『暴風警報』、『暴風雪警報』が発令された場合は、自宅で待

機してください。 

・おもちゃ、菓子、現金などは持たせないようにしてください。 

・園によって必要なものが異なりますので、詳細は各園にお問い合わせくだ 

さい。 

特に次の場合は必ず届け出てください。 

① 前夜に発熱、下痢、その他の異常があったとき。 

② 児童が感染症にかかったとき。 

③ 家族に感染症の患者が出たとき。 

感染症にかかったときは、園を休んで治療してください。なお、保護者が完

治したと思われる場合でも、園に確認のうえ登園してください。 

  ※内容は随時更新されることがありますのでご了承ください。 

【入園等に関するお問い合わせ先】 

美濃加茂市役所 健康福祉部 こども課 

電話 ０５７４－２５－２１１１（内線３１４）

入園にあたり、慣らし保育の期間が必要な場合が 

あります。詳細は各園にお問い合わせください。 



堤防マラソン 河原のお散歩・芝滑り 

中山道会館での体験 わらじの会の方との交流 

美濃加茂市太田本町5-3-24   

TEL・FAX(0574)25-26４２

[保育の特色] 体つくり・・・木曽川沿いの自然に触れる経験を通して、感動する気持ちや 

探究心を培っています。

【保育目標】 

思いやりの心が育ち、だれとでも楽しくあそべる子 

☆あいさつができる子  ☆人の話が聞ける子   

☆やさしくできる子   ☆元気に遊べる子 

中山道での体験遊び・・・中山道地域の方と触れ合う中で、地域を愛する心や 

思いやりの心を育てます。 

【その他】 

○中山道まつり参加  

○深田健寿会との交流 

【一時預かり保育】 

詳細は市役所こども課 

までお願いします。 

【園庭開放】 

毎週火曜日（祝日・年末年始を除く） 

雨天の場合は中止です。 

持ち物：着替え・帽子・水筒など 

左右、同じお子様の足形です。１年間の生活の中で驚くほどの成長が見られました。 

足の裏のアーチが形成されることで、体のバランスを保つ力や疲れにくい体、瞬発力にも 

影響してきます。体を動かすことが楽しい！と思える運動が大好きな子ども達を育てます。 



・いっぱい遊んでモリモリ食べて、「健康」な

体をつくります。 

・野菜作りを通し、成長や収穫の喜びを味わ

います。 

・クッキングでは、食べる意欲が育ちます。 

・「みんなと食べると楽しいな。」苦手な物も

食べられます。食事のマナーを覚えます。 

毎週水曜日 ９：３０～１１：００（雨天中止） 

月に１回、園児と一緒に遊びます。 

住所：美濃加茂市西町 

３丁目249-1  

TEL.FAX： 

（0574）25-2282

親子クッキング 

月１回のクッキング 

野菜作りと収穫 

☆ 保 育 目 標 ☆ 

「自立」と「協調性」と「感動」を身につ

ける☆自分のことは自分でできる子  ☆友だちと仲良く遊べる子  ☆がんばりを喜び合える子 

☆保育の特色☆ 

「食育」を通して強いからだと心を育てます 

楽しく食べて 元気モリモリ！ 

野菜の包丁切り（４，５歳児） 

おからどーなつ 

にんじんの皮むき（３歳児） とうもろこしの皮むき（２歳児） 



あそびの中で心も体も育つ 

古井第一保育園 

感動体験から、自主性を導き、社会性を養います。 

【住所】〒５０５－００２７ 美濃加茂市本郷町２－８－１  【TEL/FAX】（０５７４）２５－２７４６ 

美濃加茂市の中心部に位置し、東中学校、古井小学校、県立加茂高校、加茂農林高校といった文教地区にあり、

周りは閑静な住宅地がひろがっています。. 

わくわくしよう！やってみよう！つながろう！ 

四季折々の桜の木の下で、仲間と共に感動体験 

「やりたい」が実現する環境 

親子の絆が深まる遊びを提供 

園庭開放は毎週木曜日 
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美濃加茂市古井町下古井２０７  ＴＥＬ/ＦＡＸ（０５７４）２６－１９８６

保育目標 

＊興味関心を持って意欲的に遊べる子 

～いきいき・わくわく・にこにこ～ 

＊地域の方との交流を通して、思いやりや自分が 

住んでいる地域を愛する気持ちを育てています。 

保育の特色

◎園庭開放を行っています。毎週火曜日 9:30～11:00（雨天中止です） 

園行事等でお休みのときもあります。

★ 元気に挨拶が出来る子

★ 人の話が聞ける子 

★ 思いやりのある子

★ 元気に遊べる子 

★伝承遊び★ 

＊こつこつと取り組むことで、集中力

がつきます。

＊友だちと関わって遊び、教えあった

り励ましあったり、思いやりの心が

育ちます。

＊体を動かして、元気に遊べます。

＊親子でのかかわりが増え、きずなが

深まります。

やったー

のったよ！

何回も挑戦して、お手玉が

上手になったよ。

お母さんに教えてもらって、

乗れるようになったよ

中山道わらじの会との交流

小松屋さんでお買いもの

竹馬 

お手玉 

けん玉 

★地域の人とのかかわり★ 

異年齢児との

かかわりも

いっぱい！！

みんなとかかわり楽しく

遊ぶことができる子が

育ちます！！



〇保育目標〇  

たのしい！おもしろい！やってみよう！ 

～夢中になってあそぼう～ 

四季折々の自然は、子ども達の宝の宝庫！！そんな

自然の中で夢中になって遊ぶことで、自己肯定感や社

会性が高まり、「生きる力」が育まれます。 

山之上こども園 

★保育の特色 

○自然実体験 

・里山遊び ・散歩 ・土手遊び ・泥んこ遊び 

・野菜の栽培 ・クッキング など 

○地域交流 

・お茶会 ・畑の指導 ・焼き芋パーティ  

・里山ボランティア  ・地域行事参加   

・小学校との様々な交流（英語教室 など） 

○縦割り保育（週２日   夏季は毎日） 

★大切にしていること 

・一人一人が、やりたいことを安心してできる場 

を保障する（「指示」ではなく、「見守り」「共感」） 

・様々な人と温かな関わりが持てる機会を作り 

育った環境に誇りを持つことができるようにする
美濃加茂市山之上町2812番地 ℡・Fax 0574-25-4555

★園庭開放 

毎週火曜日（9:30～11:00） 



★ 子育て支援 

・家庭と一緒になって、ひとりひ

とりの育てたい力を伸ばす支援

 美濃加茂市蜂屋町中蜂屋 4474番地 
TEL・FAX (0574)25－4554 

《保育目標》 

自分の事がきちんと出来る子

友達と元気に遊べる子

感動できる子

保育園での体験を通して 

一人ひとりの生きる力を育む 

外遊びって 

       たのしいな！ 

広い園庭で友達と一緒に思いっきり運動し、

様々な遊具を使って意欲的に遊ぶことで、体力

の向上を目指しています。 

1 歳児から 5 歳児まで、一人ひとりの好きな

ことや得意なことを認め、やる気を大切にして

います。 

★ 地域交流 

・地域の一員として、地域の

行事に参加や、老人会や

小中学生と交流 

★ 園庭開放を実施

・木曜日の午前中（雨天中止） 

・毎月 1回 ちびっこデー 

（季節のあそび）

     自然がいっぱい！ 

 散歩に出かけ草花摘みや虫採り 

夏は木陰がいっぱいの園庭で泥んこ遊び 

雪が融けた翌日は園庭でスケート遊び 

    四季折々の自然の中で過ごすこと 

子どもたちの笑顔がはじけます！

毎日の散歩で 

「みぃ-つけた！」

がいっぱい。 

好きな遊びを遊び

込む程、運動能力は 

伸びます。 

外でいっぱい遊び

ましょう！ 



住所 美濃加茂市加茂野町鷹之巣１４５３  ℡（f aｘ）０５７４－２６－９８１３ 

＜保育の特色＞ ☆すもうあそびで丈夫な心と体を作ります☆ 

☆ふれあい遊びで仲間作り☆ 

異年齢児やクラスの友だちとわらべうた遊び、触れ合い遊びや集団遊び

などを楽しみながら、人と人の関わりの中で、思いやりの心、我慢するこ

とやルールを守ることなど、人間関係の基礎の大切さを学びます。 

伝統のすもう大会『加茂野場所』

を行っています。年長児は四股名

をつけ、手作りまわしとちょんま

げを着けて遊びます！ 

おしたり、ひっぱっ

たり、ふんばったり

する遊びは足腰が

強くなります！ 

「勝ちたい！うちで

も練習しよう！」意欲

につながります！ 

友だちを応援す

ることで、仲間作

りになります。 

自分の目標に向か

ってやり遂げる経

験をします。 

[保育目標] 

みんなきらきら「いつも瞳が輝いている子」 

☆きらきらあいさつ ☆きらきらげんき ☆きらきらなかま 

児童館も併設しています。子育

てに関する悩みなど、気軽に相

談してくださいね！ 





毎週木曜日、園庭開放をしています。 

美濃加茂市下米田町今１０９－２

TEL/FAX 

 ０５７４－２６－９１１１ 
下米田保育園 

＜保育目標＞ 

☆自分で考え進んで行動できる子 

☆友だちと仲良く遊ぶ子 

☆感性豊かな子 

自然遊び（散歩） 

歩くことで体力がつき、丈夫な体になります。 

身近な自然に触れ、好奇心、探求心を持ち、感性

豊かな子に育ちます。 

異年齢の友だちとの遊び 

一緒にかかわって遊ぶことで、優しさや 

思いやりの気持ちが育ちます。 

年上の子が年下の子に遊びを教えたり、 

年下の子が年上の子の真似をしたりすることで

遊びが広がります 

地域の老人施設「ナーシング」のお年寄りとの交流 

一緒に歌を歌ったり、ふれあい遊びをしたりする中で、い

たわり、思いやりの心や優しい気持ちが育ちます。毎回、子

どもたちもお年寄りもとても楽しみにしています。地域の老

人サロンや敬老会にも参加しています。 

みーつけた！ 

宝物がいっぱいあるよ！ 

うし、やぎ、こいを見に行くよ！ 

天狗山やさくらの森公園にも歩いていくよ！ 





3

1 .

2 .

3 .

4 .

5 0 5 -0 0 2 1

1 -6 -3 3  

T E L 0 5 7 4 -2 6 -3 3 3 2

FA X 0 5 7 4 -2 6 -3 2 9 4

https://www.moriyama.ed.jp/



たちばな保育園 
                                        保 育 対 象 児 ： 0 才児～2才児 

                          開 園 時 間 ： 7：30～18：30 

                                    標準保育時間 ： 7：30～18：30 

短 時 間 保 育 ： 8：00～16：00 

♪ 一人ひとりを大切に ゆったりとした保育をしています ♪ 

・複 数 担 任 制：笑顔いっぱいで家庭的な雰囲気 

・常 勤 看 護 師：健康管理をサポート 

・常勤管理栄養士：栄養バランスを考えた離乳食・幼児食の提供 

・乳児突然死対策：乳児用呼吸モニター設置 

♪お母さん！かわいいお子さんをいっしょに育てていきましょう♪ 

★ 見学を希望される方はお気軽にお電話ください ★ 

・所在地：古井町下古井５７５ 木澤記念病院北（アンパンマンの壁画が目印です） 

・電 話 ：（０５７４）２６－０８１１ 

   ・メールアドレス        tatibana-hoikuen@tmt.ne.jp

・ホームページアドレス tatibana-hoikuen.jp 

園の目標 「明るくつよい元気な子」 

心の豊かな子：毎日の絵本読み聞かせで豊かな表情！ 

たくましい子： お外でいっぱいあそぶよ！ 

元 気 な 子： あたたかくておいしい給食！ 



乳幼児期は、人間形成の基礎を培う極めて重要な時期です。本園は、

子どもの健全な心身の発達を図るために、健康で安全に情緒の安定し

た生活ができるように、自己の力を十分に発揮できる遊びと環境を保

障し、仏教的情操教育によって、豊かな人間性を持った子どもを育て

ます。 

保 育 教 育 目 標

●体の丈夫な子 

食べ物の好き嫌いをなくし、楽しい遊びや 

運動を通して丈夫な体をつくります 

●ありがとうと感謝する子 

いのちの大切さ、自然の大切さを学び、 

思いやりと感謝する心を育てます 

●自分で考え創り出す子 

                  遊びで子ども達の自主性、主体性を育てます 

●１号認定 ３歳～５歳 定員 10 名（９:00～15:00） 

●２号・３号認定 ０歳（５ヶ月）～５歳 定員 135 名 

●開園時間 7：00～1９：00 

●複数担任制 ●手作り給食とおやつ ●自園製ヨーグルト 

●ランチルーム ●バイキング給食

保 育 の 特 色

☆仏教保育・・・感謝と思いやりの心を育てます 

☆体操教室・・・色々な運動遊びで丈夫な体をつくります 

☆障がい児保育・障がいのある子もみんなお友達です 

☆楽しい食育・３歳以上児はランチルームで食事をします  

社会福祉法人 明応保育園 

保育所型認定こども園 明応こども園
美濃加茂市加茂野町木野 1167 TEL 25-5601 FAX 25-5603

ホームページ https://myouo.jp メール hoikuen@myouo.or.jp



（お問い合わせ先） 二チイキッズ美濃加茂保育園
〒505-0029 美濃加茂市あじさいヶ丘三丁目11-10

電話番号：0574-24-0021

受付時間：7：30～19：30

すくすく育つ 健全な心と健康な身体

わくわく遊ぶ 積極的に学ぶ好奇心 豊かな創造力と自己表現力

いきいき過ごす 自ら考え行動する自発力 地域で育む思いやりと広い視野

遊びを、学ぶ好奇心に。[多彩な保育カリキュラム]

保 育 目 標

●英語でのコミュニケーション
外国人講師と一緒に、音楽に合わせて英語で歌を歌っ
たり、体を動かしながら、遊び感覚で初歩的な英語に
ふれます。

●外あそび
季節の草花、虫などの小動物を見てふれて感じる経験。
散歩、園周辺の公園や空き地にも出かけ、楽しく自由
に遊ぶことで、健全な心と健康な身体を育みます。

●アートワーク／製作
お絵描き、粘土（小麦粉・米粉）など指先を使った細
かいワークから全身をダイナミックに使ったワークま
で、幅広く楽しみながら創造力を刺激します。

●リトミック教育
リズムを聴きながら、同時に動き、周りの先生や友だ
ちを見て、音楽を感じる。すべての感覚を総動員して
想像力と表現力、心と体の調和を作り出す反応教育で
す。

●食育
料理を通じて旬の食材にふれ、食物の大切さを学び、

感謝の気持ちを育むと同時に、友達と食事を楽しみ、

情緒を深めます。

●季節の年間行事／保育参加
「七夕祭り」「クリスマス会」といった四季折々の年

間行事を実施するほか、保護者の方に、半日一緒に過

ごすなかで、絵本を読んでもらったり、一緒に遊んで

もらったりと参加型の行事も実施しています。

保 育 内 容



新しい体験に出会うたびに驚き、考え、感動する子どもたち。

好奇心いっぱいに、自分の思いや願いに夢中で取り組むとき、

その瞳はキラキラと輝いています。

そんなまっすぐ前を向いた気持ちこそ、未来を広げる成長の糧なのです。

さまざまな感動や発見を積み重ね、その中で子どもたちが楽しく刺激

のある毎日を送り、限りない可能性を拡げるために、たくましく育って

いくことを、私たちは願っています。

私たちの園について

山手幼稚園は、令和元年度より「幼稚園型認定こども園」となりました。保育を必要

とするお子さんも含めて、幼稚園の教育を行っています。認定を受けてもこれまで通り

幼稚園の、教育方針は変わりません。幼稚園に保育園の機能がプラスされ、保育園対象

の未満児の保育も行っています。

学校法人本郷学園 認定こども園 山手幼稚園
美濃加茂市本郷町7-15-25 0574-25-4823

教育目標 良い習慣を大事にします
1.あいさつを自分からできる子に

2.「ハイ」とはっきり返事のできる子に

３.席を立ったらイスを入れる子に

４.履物を揃えれる子に

５.腰骨を立てて心と体整えます

学校法人 本郷学園 認定こども園山手幼稚園



録三会    

あゆみ保育所 
当園は平成29年 4月より地域型保育事業として、録三会職員のお子様と地域のお

子様を受入れる認可保育所となりました。 

家庭的な雰囲気を大切にしながら、お子様一人ひとりの成長に合わせた安全で充実

した保育を実践いたします。 

・対象年齢：生後10ヶ月～2歳    ・定員：職員のお子様 23名 

地域のお子様   7 名 

・開所時間：７：３０～１８：３０  ・複数担任制 

保育の基本方針 

１．子どもの心身の健全な発達を図る 

２．保護者の方が安心して働ける保育所である 

保育目標 

「明るく元気で思いやりのある子を育てる」 

お子様一人ひとりの思いやペースを大切に、心を込めて日々の保育を行って

います。保護者の皆様と、共感したり、悩んだりして 

お子様の成長の手助けを精一杯させて頂きます。 

見学を希望される方はお気軽にお電話ください。 

〒505-0041 美濃加茂市太田町2817－1 

TEL/FAX 0574－28－1225 








