
    平成２９年度の行事 

 

月 保育所単独 保護者の参加 

毎月 ・お誕生会・身体測定 

・避難訓練・給食指導 

・畑作り・クッキング 

・お弁当の日（6～10 月） 

 お弁当をつくって下さい 

４ ・子どもの日の集い(28) ・入所式 (4・火) 

・育む会総会(下旬) 

５ ・交通安全指導 (中旬) 

 

・懇談会 

 (25・木  26・金) 

６ ・歯科検診   (上旬) 

・いちご狩り  (下旬) 

・運動会 (24・土) 

７ ・内科健診   (6・木) 

・消防総合訓練 (20・木) 

・さくらんぼ狩り(下旬) 

・育む会役員会 

８ ・七夕の集い(7・月) ・あっぷる祭り(5・土) 

・育む会役員会 

・こぐまクラブ役員会 

９ ・十五夜の集い (上旬) 

・人形劇観賞  (6・水) 

・消防署見学  (26・火) 

・りんご狩り  (下旬) 

・見学旅行(2・土) 

・ゼッケンパレード 

(22・金) 

１０ ・サケの遡上見学(上旬) 

・収穫祭    (27・金) 

・あっぷる発表会 

(14・土) 

１１ 高齢者施設慰問  

１２ ・もちつき   (上旬) 

・X’mas のつどい(22・金) 

 

１ ・内科検診   (11・木) 

・新年お楽しみ会(24・水) 

・こぐまクラブ役員会 

２  ・節分の集い  (2・金) 

 

・こぐまクラブ集合訓練 

(17・土) 

・育む会役員会 

３ ・ひなまつりの集い(2・金) 

・保育終了   (29・木) 

・保育所説明会 (上旬) 

・修了式  (24・土) 

 

建物の概要について 

 

◇構  造  ＲＣ造  ◇延べ面積    ４９１．４０㎡ 

◇広場面積  １０９０．００㎡ 

◇総事業費  １７１，５３６千円 

◇財源内訳  国補助金 51,153千円、道補助金 23,251円 

    起債（過疎対策事業債）91,800千円 

    一般財源 5,332千円          

 ◇平成２７年度委託設計（基本・実施）、用地取得、地質調査 

◇平成２８年度増改築 

◇増築面積 ４８３．９４㎡（合計９７５．３４㎡） 

 ◇総事業費 本体工事 242,396千円 

外構工事  35,856千円 

     ＊遊具・駐車場・フェンス・小広場等 

◇財源内訳 起債（過疎対策事業債） 188,200千円 

      一般財源 90,052千円           

 

◇各室面積表（有効面積）単位：㎡ 

☆いちご組（０～１歳児） 

     ほふく室 40.84、乳児室 10.41、沐浴室 3.60 

☆さくらんぼ組（２歳児）  41.06    

☆りんご組 （３歳児）       49.50 

☆ぶどう組 （４・５歳児）   60.50    

☆子育て支援室      60.57 

☆食堂兼図書室          56.87    

☆遊戯室            205.88  

☆事務室          53.52 

☆医務室           5.00 

☆幼児トイレ       30.63（２カ所） 

☆職員トイレ       23.71（男女各２カ所） 

☆道具・保管室      21.56（２カ所） 

☆ロッカー室（調理除く） 18.00（男女各１カ所） 

☆機械室         24.60（２カ所） 

☆調理室関係      107.69     

☆その他（廊下・風除・玄関等） 95.93                  
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増毛町立増毛（あっぷる）保育所 

   〒077-0224 

住 所  増毛郡増毛町南畠中町２丁目３５番地の２ 

    電話・FAX  ０１６４－５３－２８７９  

 

 

 

 

 

 



 

保育所の概要 

 

沿革 

増毛町立別苅保育所（昭和４１年開所 定員 ４５名） 

増毛町立舎熊保育所（昭和４３年開所 定員 ６０名） 

増毛町立市街保育所（昭和５０年開所 定員 ９０名） 

平成９年３月上記の３保育所を閉所する 

平成９年４月に増毛町立増毛保育所として開所する 

（定員６０名） 

平成２８年度の増改築により、平成２９年４月１日より定員を 

７４名へ変更。 

 

クラス編成        (平成２９年４月４日予定) 

クラス 年      齢 人 数 

いちご組 ０歳（0 名）１歳（4 名）   4 名 

さくらんぼ組 ２歳（17 名）  17 名 

りんご組 ３歳（13 名） 13 名 

ぶどう組 ４歳（16 名）５歳（11 名） 27 名 

（定員 ７４名）         （入所児童６１名）  

 

職員構成（平成２９年度） 

職名 氏名 職名 氏名 

所長 杉山 重幸 所長補佐 町田 朊子 

保育士 竹内 清人 保育士 工藤 早姫 

保育士 竹田 芽生 臨時保育士 若林真理子 

臨時保育士 近江谷美幸 臨時保育士 窪田 晴美 

臨時栄養士 吉田 静子 臨時調理員 後藤 香織 

臨時公務補 （欠）   

パート保育士３名・保育助手３名・代替保育士２名 

 

 

１． 保育理念（平成 21 年度から） 

子ども一人一人を大切にし、保護者から信頼され、地域

に愛される保育所を目指す。 

２． 保育方針（平成 21 年度から） 

   豊かな人間性を持ったこどもを育成する 

３． 保育目標（平成 24 年度から） 

① 丈夫な身体で元気な子 

② 明るくみんなと仲良く遊べる素直な子 

③ 意欲があり、自分で考えて行動できる子 

④ 好き嫌いなく楽しく食べる子 

４．保育所の目標（平成 24年度から） 

 ① 養護と教育を一体として、保育目標に定める子どもを育成

する 

 ② 健康で安全な保育を行う 

 ③ 地域及び保護者と連携するとともに、保育士の専門性を生

かした保育を行う 

 ④ 保育内容等の評価を行うとともに、保育所職員の資質向上

を図る取り組みを進める 

５．子どもの保育目標（平成 24年度から） 

【０歳児】安心できる環境の中で好きな遊びを十分に楽しみ、好

奇心を満たす。 

【１歳児】保育者に見守られ、励まされながら身の回りのことを

自分でしようとする気持ちを持つ。 

【２歳児】自己をのびのびと発揮し、快適で安心な生活を送る。

保育者の励ましによって、身の回りのことをする。 

生活や遊びの中で感じたこと、思ったことをいろいろ

な方法で表現したり言葉のやりとりを楽しむ。 

【３歳児】様々な物事に興味を持つとともに、友達との遊びの中

で言葉や行動で自己表現を行う。 

生活に必要な習慣が身につき､自立できるようになる。 

【４歳児】友達と一緒に遊びながらつながりを拡げ、がまんを覚

えることで集団としての行動ができる。 

【５歳児】集団生活や遊びの中で新しいことに興味を持ち、一緒

の目標に力を合わせ活動することで達成感や充実感を

みんなで感じることができる。 

【食育の目標】 「食を営む力」の基礎を養う。 

 

 

 

 

◎ 保育時間 

 

◯ 月曜日～金曜日  ８：３０～１６：３０ 

（早朝保育） ７：３０～ ８：３０ 

（時間外保育）１６：３０～１８：００ 

◯ 土曜日      ８：３０～１１：３０ 

（早朝保育） ７：３０～ ８：３０ 

（時間外保育）１１：３０～１３：００   

保育所の一日 

 

○ 高齢者との世代間交流事業 

○ 幼稚園との交流保育事業 

○ 子育て支援事業（０歳から５歳児を対象） 

時 間 ３歳児以上 １・２歳児 保育者 

７：３０ 

８：３０ 

９：００ 

 

 

 

１１：４５ 

１２：４５ 

１４：４５ 

１５：００ 

 

 

 

 

１５：４５ 

１６：００ 

１６：３０ 

１８：００ 

１８：３０ 

早朝保育 

登  所 

自由保育 

好きな遊び 

友達との遊び 

季節の遊び 

昼  食 

午  睡 

起  床 

おやつ 

自由保育 

絵本を読む 

季節の歌を楽

しむ 

帰りの集会 

降所準備 

時間外保育 

保育終了 

 

早朝保育 

登  所 

おやつ 

自由保育 

好きな遊び 

保育者と遊び 

昼  食 

午  睡 

起  床 

おやつ 

自由保育 

保育室で遊ぶ 

 

 

帰りの集会 

降所準備 

時間外保育 

保育終了 

出  勤 

健康状態把握 

保  育 

 

 

 

昼食指導 

添い寝 

起  床 

おやつ指導 

保  育 

 

 

 

降所の指導 

保育室の整理 

時間外保育 

 

退  勤 


