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はじめに

この冊子は、各用語の説明、認定区分の違い、教育・保育
施設入所に関する手続き、釜石市内に所在する教育・保育施
設の特徴や場所、提供している教育・保育サービスなどの情
報をまとめたものです。
ご家庭で教育・保育施設への入所をご検討いただく際に、

ご活用いただけましたら幸いです。
なお、掲載している情報は、令和4年9月1日現在のものにな

りますので、最新の情報と異なる可能性があります。
また、この冊子を読んでわからなかったこと、申請に当

たって不安なことなどありましたら、釜石市役所子ども課ま
でお問合せください。

マークの説明

私立
社会福祉法人、株式会社など釜石市以外の各法人

が管理運営を行っている施設です。

公立 釜石市が管理運営を行っている施設です。

一時預かり
家庭の緊急な事情や仕事の都合、育児に疲れたとき

等、家庭での保育が困難になり、一時的に保育が必要
となった場合、お子さんを預けることができる施設で
す。

体調不良児対応型
お子さんが保育中に微熱を出すなど「体調不良」と

なった場合、看護師などが保護者のお迎えまで看護を
行う施設です。

病後児保育

家庭の緊急な事情や仕事の都合等で、病気の回復期
にある子どもを自宅で保育できない場合、保育所に付
設された専用スペースで一時的に保育し、看護師・保
育士等の専門スタッフが対応する施設です。
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〔注意！〕
① 保育時間の表に「土曜保育」の表記がありますが、土曜保育は原則、申込みがあった
場合のみ実施しています。

② 諸費用の表は、代表的な費用のみ掲載しています。(全ての費用負担を掲載しているも
のではありません。)



認定・利用できる施設について

平成27年4月から幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の
拡大や質の向上を進めていくことを目的とした「子ども・子育て支援新
制度」が始まりました。これに伴い、教育・保育施設の利用を希望する
場合は、利用申し込みの際に併せて、利用のための認定を受けていただ
きます。3つの区分の認定に応じて、利用できる施設が決まります。

認定区分 対 象 利用できる施設

1号認定
（教育標準時間認定）

子どもが満3歳以上で、教育を希望する場合
幼稚園
認定こども園

2号認定
（保育認定）

子どもが満3歳以上で、保育の必要な事由があり、
保育所等での保育を希望する場合

保育所
認定こども園

3号認定
（保育認定）

子どもが満3歳未満で、保育の必要な事由があり、
保育所等での保育を希望する場合

保育所
認定こども園
小規模保育事業所
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※次ページ参照 ※次ページ参照



保育を必要とする事由とは？

保護者が次のいずれかに該当する必要があります。

○ 1ヶ月当たり64時間以上の就労

（フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など）

○妊娠、出産（産前8週の月初日から産後8週の月末日まで）

○疾病、障がい

○同居又は長期入院等している親族の介護・看護

○災害復旧

○求職活動（起業準備を含む）（入所後2ヶ月以内の就労が必須）

○就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）

○虐待や配偶者等からの暴力（DV）のおそれがあること

○育児休業取得中で、休業前から既に保育施設を利用している子ども
の継続利用が必要であること（1年以内）

○その他、上記に類する状態と市長が認める場合

教育・保育施設の種別について

認定こども園
教育･保育を一体的に行っている施設で､いわば幼稚園と保育所の両方

の側面を併せ持っている施設です。

認可保育所
保育を必要とする事由に該当し、家庭において十分に子どもを保育で

きない場合に、家庭に替わって保育を行う施設です。

小規模保育事業所
保育を必要とする事由に該当する0歳から2歳児までの子どもを対象と

した、家庭環境に近い環境で保育を行う施設です。

幼稚園
満3歳から5歳児までの子どもを対象とした、義務教育及びその後の教

育の基礎を培うものとして、教育を行う施設です。保育を必要とする事
由に該当するかは問いません。
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入所申込みについて

【1号認定児童】
入園希望の園に直接ご連絡いただき、申込みをお願いしま

す。園での手続き完了後、教育・保育給付認定申請書表面(記
載例はP10を参照)を釜石市子ども課に提出してください。

【2・3号認定児童】
⑴ 入所をしたい月の前月15日まで(例：10月1日入所希望の場
合は、9月15日までに)に以下の書類一式を釜石市子ども課に
持参して提出してください。
① 教育・保育給付認定申請書表面・裏面(記載例はP10・P11を参照)
② 保育所入所申請時の児童の様子(記載例はP12を参照)
③ 保育の必要性を証明する書類として以下のうちのどれか

(詳細は次ページ)
・ 就労証明書(記載例はP13を参照)
・ 保育の必要性の申立書
・ 診断書
・ 求職活動申立書
・ 母子手帳のコピー

④ 当てはまる家庭のみ提出が必要な書類
・ 障がい等の各種手帳、障害基礎年金証書等のコピー
・ 保育型児童館、釜石市外の幼稚園の在園証明書

⑤ 個人番号（マイナンバー）の確認書類
・同居者全員分の「ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ」または「個人番号の記載のある住民票」
・提出に来る方の本人確認書類（免許証等）

⑵ 別に定める点数表により、各家庭を点数化、点数が高い
順に入所の調整を行います。

⑶ 申請締切日の翌週を目途に、入所可否(調整の結果)の連
絡をいたします。
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〔注意！〕
①申請の方法、期限については、いずれの場合も年度途中(5月から翌年3月)の入
所申込みに限ります。
年度当初(翌年4月)の入所申込みは、1号認定は例年10月頃、2・3号認定は例年11月

頃に、広報かまいし及び釜石市ホームページにて、申請期限等をお知らせしており
ますので、ご確認をお願いします。

②重度(例：エピペンが必要等)のアレルギーをお持ちのお子さんの場合、「保育所
におけるアレルギー疾患生活管理指導表」が必要となりますので、入所申請時に合
わせて提出をお願いします。



入所審査の際は65歳未満の同居者全員分の状況を考慮し優先度を決定しますので、全
員分の証明書類をご提出ください（父母以外で以下に該当しない方は不要）。

③ 保育の必要性を証明する書類

父母・同居者の状態 必要な書類

会社等に勤務している方 就労証明書（勤務先に証明してもらいます）

就労証明書の押印について
就労証明書には、雇用主（事業主）が作成したことを証明するために押印欄を設けてい
ますが、押印の代替えとなる下記のものがある場合には押印の必要はありません。
・雇用主から保護者へ就労証明等の電子媒体を送付際のメール画面等を印刷したものを
保護者が書類提出の際に合わせて提出した場合、など。
●就労証明書の記載事項について、雇用主（事業主）へ確認する場合があります。
●提出書類の改ざん等があった場合には、給付認定及び利用（利用の内定）を取り消す
ことがあります。

自営業・農業・漁業に従事している方
就労証明書（自営・農漁業の中心者が記入して
ください）

内職をしている方 就労証明書（取引先に証明してもらいます）

病人・高齢者を看護・介護している方
保育の必要性の申立書
（ご本人が記入してください）

病気療養中の方
※医師から保育できないと判断され、
治療が必要な期間のみ入所可能

診断書
（病院で記載してもらいます）

求職中の方・就労が内定している方
※求職中の方は、入所後2か月以内に
就労開始することが条件です。

求職活動（就労予定）申立書
（ご本人が記入してください）

出産前後の母親
※出産予定日８週前の月初日から産後
８週の月の末日まで入所可能です。

母子手帳(氏名・予定日欄)のコピー
もしくは妊娠届出書のコピー

該当する家庭 必要な書類

障がいのある方がいる家庭 各種手帳、障害基礎年金証書等のコピー

申込み時点で保育型児童館や釜石市外
の幼稚園に通っている児童がいる家庭

在園証明書
（在園している園で発行してもらいます）

④ 当てはまる家庭のみ提出が必要な書類

提 出 書 類 の 詳 細 説 明

※ご提出いただいた書類は、釜石市個人情報保護条例（平成17年釜石市条例第22号）
第5条の規程に基づき、支給認定及び保育施設入所に係る事務以外の目的には使用
いたしません。
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保育料・副食費について
【１・２号認定児童】
令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化により、保育料は無償です。

【３号認定児童】
保育料は、次の表のとおり保護者の住民税所得課税額により算定します。
対象の課税年度が９月で切り替わるため、前期（４～８月）と後期（９～３月）
で保育料が異なる場合があります。

※「ひとり親等世帯」は、母子・父子世帯及び障がい者（各種手帳を交付されている方、特別児童扶養
手当の対象者、障害基礎年金受給者）のいる世帯を言います。

階層 定義
０～２歳児

標準時間 短時間

A 生活保護受給世帯 0 0

B
市民税

0円 0 0

特Ｂ 0円でひとり親等世帯 0 0

C1

市民税
所得割

0円 12,000 11,700

特Ｃ1 0円でひとり親等世帯 9,000 9,000

C2 1円以上19,800円未満 15,000 14,700

特Ｃ2 1円以上19,800円未満でひとり親等世帯 9,000 9,000

C3 19,800円以上34,800円未満 16,000 15,700

特Ｃ3 19,800円以上34,800円未満でひとり親等世帯 9,000 9,000

C4 34,800円以上48,600円未満 17,000 16,700

特Ｃ4 34,800円以上48,600円未満でひとり親等世帯 9,000 9,000

D1 48,600円以上57,700円未満 19,000 18,600

特Ｄ1 48,600円以上57,700円未満でひとり親等世帯 9,000 9,000

D2 57,700円以上77,101円未満 22,000 21,600

特Ｄ2 57,700円以上77,101円未満でひとり親等世帯 9,000 9,000

D3 77,101円以上97,000円未満 25,000 24,500

D4 97,000円以上127,000円未満 29,000 28,500

D5 127,000円以上169,000円未満 32,000 31,400

D6 169,000円以上211,201円未満 35,000 34,400

D7 211,201円以上301,000円未満 37,000 36,300

D8 301,000円以上397,000円未満 39,000 38,300

D9 397,000円以上 39,000 38,300

◎市の独自事業によって、幼稚園と保育所等、施設は別々でも、在園児の２番目以降のお子さん
は保育料・副食費が無料です。

保育料

副食費
副食費（おかず・おやつ代）は、次のとおり月ごとに支給しています。

【１号認定児童】 225円×給食提供日数

【２号認定児童】 4,500円／月

※３号認定児童は、保育料に副食費が含まれています。
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保育料の納付について

市が定めた保育料を各園で徴収します。
納付方法や期日等は、園からご連絡があります。

保育所・市立認定こども園

【納付方法】
◆口座振替
納期のたびに金融機関等の窓口に出向いたり、現金を持ち歩く必要がなく、納め
忘れの心配がない納付方法です。申込方法は、次の二つがあります。

①金融機関窓口での申込
次の金融機関窓口にて、口座振替依頼書にご記入のうえ直接お申込みください。

※対象の金融機関
岩手銀行、北日本銀行、東北銀行、東北労働金庫、宮古信用金庫、
花巻農業協同組合、東日本信用漁業協同組合連合会、ゆうちょ銀行

用意するもの：預貯金通帳、印鑑（届出印）

②インターネットでの申込
携帯電話、パソコン、タブレット端末、スマートフォンから申込（新規登録・
変更）ができます。
詳細は、右のQRコードから、市ホームページ「市税等web口座振替
受付サービス」をご覧ください。

※対象の金融機関は、岩手銀行と東北銀行のみです。

用意するもの：金融機関名と口座番号が分かるもの（預金通帳、キャッシュカー
ド等）

◆PayPay（スマホ請求書支払い）
PayPayのスマートフォンアプリで納付書のバーコードを読み取って納付する方法
です。
※LINE Pay請求書支払いの利用は、一時的に停止しています。利用可能になりましたら、市
のホームページまたは広報かまいしなどでお知らせします。

私立認定こども園・小規模保育所

保育料は市が徴収します。送付する納付書のほか、口座振替やPayPayでも納付で
きます。

【納付期限】
毎月25日（25日が土日・祝日の場合は、翌日とします）

【督促について】
納入期限までに保育料の納付がなかった場合は、納入期限の翌日から20日以内
（翌月の15日前後）に督促状を送付します。

【副食費の納付について】
副食費は、納付書による金融機関窓口での納付または口座振替のみ可能ですので、
ご注意ください。
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入所した後こんな時は子ども課へ

●入所の要件が変わった時
何の要件で入所しているか確認する必要があるため、変更後の状況

を証明する書類をご提出ください。
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〔注意！〕
保育料が決定した後、確定申告の修正(修正申告)を行った場

合、変更の届出は必要ありませんが、保育料の額が変更となる
可能性があります。
その際には、子ども課に直接お問合せください。

●母が妊娠した時
産前産後の予定によって、上のお子さんが在園継続できる

期間が変わります。また、育児休暇中は短時間認定の変更手
続き(詳細は次ページ)が必要となりますので、母子手帳の交付
を受けたら写しを提出の上、予定をご相談ください。

●世帯の状況が変わった時
変更後の内容を変更届に記入してご提出ください。

・住所の変更(市外へ転出する場合は、特にご連絡ください。)
・婚姻・離婚に伴う保護者変更や氏変更

退職し求職活動する
求職活動申立書
(2ヶ月以内の就労が必須)

就職した 就労証明書

自営業を始めた 就労証明書

家族の看護・介護をする 保育の必要性の申立書

病気療養することになった 診断書

★各種書類の用紙は、各園や市子ども課に置いてあります。
★書類提出を怠ったり虚無の申出が判明した時には、在園資
格を取消し(退園)ますので、必ず適切な手続きを行ってくださ
い。



保育標準時間・短時間認定とは？

保育所等でお子様を預けられる時間は、保護者の方の状況によって「保育標準時間（11時間まで）」

と「保育短時間（8時間まで）」に分かれており、保育料も異なります。

通常保育時間外は、延長保育として利用することになります。（別途料金がかかります。）

保育標準時間と短時間の違いって？

保育標準時間 保育短時間

認定の要件
・就労、看護、介護時間が月120時間以上

・産前産後8週間
・就労、看護、介護時間が月120時間未満
・育児休暇期間

保育所の
利用可能時間

例

保育短時間の
利用時間が

8時～16時の
場合

延長保育時間延長保育時間

通常保育時間通常保育時間

延長保育時間

7時 7時 8時 16時 19時19時18時

↓
【7:30～18:30の園】
・上中島こども園
・ベビーホーム・虹
・虹の家
・スクルドエンジェル 保育園かまいし園

保育短時間Q＆A

Q・短時間認定になったら標準時間には変更できないの？

A・変更できます。

育児休暇から復職した場合など標準時間の認定要件に該当していることが確認できた時や、

家庭の事情により保育標準時間の適用を希望する場合には変更可能です。

Q・認定時間を変更するにはどうすればいいの？

A・市子ども課で変更申請が必要となります。印鑑をお持ちの上、子ども課へお出でください。

なお、変更は手続きを行った月の次の月からとなりますので、お早めにご連絡ください。

例）4月に標準時間認定の手続きを行った場合、標準時間認定となるのは5月からとなります。

Q・通っている園の保育短時間の設定が8時～16時の場合、それ以外の時間は利用できないの？

A・それ以外の時間も利用できます。（開園時間内に限ります）

その場合、延長保育料がかかります。延長保育料の金額や支払い方法については各園にご確認

ください。
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かまいしこども園

所在地：釜石市天神町5-13
電 話：0193-27-8273
F A X：0193-27-8275

認定種別 保育時間
延長時間

(1時間当たり300円)
土曜保育

1号認定 9：00～14：00
7：00～9：00

14：00～19：00
7：00～18：00

2・3号認定 7：00～18：00 18：00～19：00 7：00～18：00

【保育時間】

私立

【諸費用】

費目 金額 備考

保護者会費 500円/月 全園児

施設整備費 5,000円/年 4月徴収

研修充実費 1,000円/年 4月徴収

運動着・かばん等 約13,000円 3歳以上希望者

URL

【利用定員】

認定種別
0歳児

(生後3ヶ月～)
1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

1号認定 - - - 10 10 5

2・3号認定 8 10 12 10 15 25

【職員体制】

園長 保育士 看護師 調理員 その他

藤原 けいと 17名 0名 5名 8名

令和4年9月1日現在

一時預かり
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【年間行事】

4月 入園進級式、こいのぼり散歩（地域訪問） 10月

5月 11月 年長児職場訪問、音楽鑑賞会

6月 保育参観日、ハッピースマイルデー 12月 クリスマスキャロル、クリスマスお楽しみ会

7月 七夕会、夕涼み会、人形劇鑑賞会 1月 みずき団子つくり、小正月遊び、年長児陶芸教室

8月 すいかわり会、
年長児プール教室（市営プール）

2月 豆まき会、発表会、全国虎舞フェスティバル

9月 3月 ひな祭り、卒園式

【教育保育目標】

○「遊びや環境を通して健やかに育つ」
めざす子ども像

・丈夫な体で元気のよい子ども
・自主的で協調性のある子ども
・意欲的で創造性のある子ども
・豊かな心で明るい子ども

次世代を担う子ども達一人ひとりの最善の利益を守り、明るく元気に一日を過ご
せる場所であることを目指しています。

【園の特色】

【非常災害対策・緊急時等の対応】

○地震・津波の場合
・津波警報が発令した場合の避難場所は「仙寿院」です。
・津波警報発令中は、お迎えに来られても待機をお願いします。
・津波注意報が発令した場合は状況に応じて「仙寿院」に避難します。
・津波注意報発令中は、保護者の安全確保ができる判断の下で行動して下さい。

○火災-仙寿院または平野内科医院駐車場避難 ○土砂災害-市役所第4庁舎避難
◎園待機の場合、食糧を含めた災害時の備えが整っています。
◎お子様の安全を第一に考え行動致します。
◎災害時は一斉メールで連絡します。

【園からの一言】

かまいしこども園は、幼稚園と保育園の特色をあわせもった総合的な子育て支
援を行う施設です。子ども達が生涯を形成する上で最も重要な時期であり、生ま
れて初めての集団生活を送る場所でもあります。
一人ひとりの子ども達が子どもらしく明るくのびのびと健やかに生活できる施

設、また様々な遊びを通して喜びや発見に繋げていける施設でありたいと考えて
います。
また、保育者・保護者・地域が連携を深めながら進め、釜石の豊かな「海」

「山」「川」等の自然や、郷土の伝統である「釜石虎舞」等を取り入れた教育保
育を通して子ども達の心身が大きく成長できるよう進めてまいります。
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甲東こども園

所在地：釜石市野田町4-6-8
電 話：0193-23-7290
F A X：0193-25-0860

認定種別 保育時間 預かり時間 土曜保育

1号認定 8：20～14：30
(早朝保育) 7：00～ 8：20(1回100円)
(預かり保育) 14：30～18：00(1回600円)
(延長保育) 18：00～19：00(1回100円)

7：30～18：30

2・3号認定 7：00～18：00 (延長保育) 18：00～19：00(1回100円) 7：30～18：30

【保育時間】

私立

【諸費用】

費目 金額 備考

制服代 35,000円程度 3歳児から

教材費
3歳児 10,000円
4歳児 12,000円
5歳児 14,000円

3歳児～5歳児

絵本代 380～450円程度 0歳児～5歳児

教育環境整備費 2,000円 3歳児～5歳児(令和3年度現在)

スクールバス代
往復3,000円

(片道1,500円)
1・2号認定児の希望者

給食費
1号認定児 2,500円 3歳児からのみ

2号認定児 4,545円 3歳児からのみ(土曜保育日1,775円含む)

保護者会費 1,000円/年3回 全園児

URL

【利用定員】

認定種別
0歳児

(生後3ヶ月～)
1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

1号認定 - - - 20 20 20

2・3号認定 9 12 14 25 25 25

【職員体制】

園長 保育士 看護師 調理員 その他

野田 摩理子 28名 1名 8名 4名

令和4年9月1日現在

一時預かり
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【年間行事】

4月 始業式、入園式、じゃが芋栽培、
個々面談、交流会

10月 運動会、秋の遠足、内科検診

5月 子どもの日、母の日、交通安全教室
さつま芋栽培

11月
防火パレード、個々面談

6月 内科検診、歯科検診、父の日 12月 音楽リズム発表会

7月 プール遊び、七夕祭り、子ども祭り
じゃが芋収穫祭、個々面談、お泊り会

1月

8月 2月 節分豆まき会、お別れ会

9月 敬老の日、さつま芋収穫祭 3月 ひな祭り、修業式、卒園式

【教育保育目標】

○「心身共にたくましく心豊かな子どもを育てる」
めざす子ども像

・いつも健康で元気な「あかるい子」
・最後まで、あきらめないで、やりぬく「たくましい子」
・思いやりがあって、悲しいことや辛いことも感じることができる「やさしい子」
・正しいこと、悪いことをよく「考える子」
・なにごとにも、挑戦しようとする「勇気のある子」

たんぽぽのように たくましく 心豊かな子どもに育てたい
これが、私達の育ての願いです。

【園の特色】

【非常災害対策・緊急時等の対応】

◇非常災害対策
・避難場所は「甲東こども園」です。連絡ができる場合はメール連絡をします。
連絡が取れない場合は、園でお預かりしていますのでお迎えをお願いします。

・お迎えは、保護者または園に登録の引き取り代理人とします。
お迎えに来るまで園児をお預かりします。

・津波警報や注意報が発令された場合、海岸方面へ帰宅されるお子さんには
解除されるまで園で待機していただくこともあります。

・土砂災害警報が発令された場合は、原則臨時休園になります。

【園からの一言】

広々とした園内、園庭は隅から隅まで子ども達の遊び場です。遊びを大切にす
る保育教諭の温かい見守りの中で、ドロンコ遊びや、ボール遊び、かけっこ、鬼
ごっこ等、のびのびとした子ども達の元気な歓声が聞こえてきます。
◎複数担任制・・・・各クラス2名の担任が配置されております。
◎自園給食・・・・・給食は園内で調理しております。
◎甲東文庫・・・・・約5,000冊あまりの絵本が備えられ、保育での利用はもと

より、貸し出しも行われ広く活用されています。
◎異年齢交流・・・・『よちよち館』(0・1・2歳児)と『のびのび館』(3・4・

5歳児)の園児との触れ合いを大切にしております。
(姉妹クラスの活動)
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平田こども園

所在地：釜石市大字平田4-10-2
電 話：0193-26-5353
F A X：0193-26-5353

認定種別 保育時間
延長時間

(1号：1時間当たり100円)
(2・3号：1時間当たり200円)

土曜保育

1号認定 8：30～13：30
7：00～8：30

13：30～18：00
7：00～18：00

2・3号認定 7：00～18：00
6：00～7：00

18：00～19：00
7：00～18：00

【保育時間】

私立

【諸費用】

費目 金額 備考

絵本代 400円程度 2～5歳児

えいご教室代 1,500円 3歳以上児希望者のみ

もじかず教室代 1,500円 5歳児希望者のみ

保険代 350円 全園児

ベットリース代 300円 希望者のみ

保護者会費 4,000円/年 1期1,000円×4期分

教材費 4,500円/年
1,500円/年
1,500円/年

初年度(3歳以上)
次年度(3歳以上)

1,2歳児

URL

【利用定員】

認定種別
0歳児

(生後2ヶ月～)
1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

1号認定 - - - 5 5 5

2・3号認定 9 12 12 15 15 15

【職員体制】

園長 保育士 看護師 栄養士・調理員 その他(支援員含む)

小松 美香 14名 1名 4名 3名

令和4年9月1日現在

一時預かり
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【年間行事】

4月 入園式、始業式、避難訓練、安全指導集会 10月 秋の遠足、内科健診

5月 交通安全教室、春の遠足、内科健診 11月 不審者対策

6月 フリー参観、虫歯予防デー、プール開き 12月 発表会、クリスマス会、終業式、
年長児個人面談

7月 七夕会、水遊び、終業式 1月 伝承遊び、始業式、年中・年少児個人面談

8月 プール遊び、始業式 2月 節分（豆まき）、保育参観日

9月 お月見会、歯科健診 3月 おひなまつり、卒園式・修了式、終業式、
おわかれ会

【教育保育目標】

○いっぱい遊んですくすく育て ～心も体もたくましく育ちあう子ども
・食事、遊びを大切にし、健やかな心身の発達を保証する。
・友達との関わり合いの中から、集団の仲間意識や思いやりの心を育む。
・一人一人の個性を尊重し、主体性や創造性を育む。
・日常の生活体験の中から、基本的生活習慣の自立や自主性を育む。

お子様の健やかな成長、心身の発達を保障する保育の創造
保護者様の就労をサポートし、安心して働き続けられる保育園
保護者・保育園・弊社、相互の信頼関係に基づく環境作り

【園の特色】

【非常災害対策・緊急時等の対応】

◇非常災害対策
・毎月避難訓練、安全指導を実施しています。
・一時避難場所は、園の園庭から君が洞高台または平田球場です。
・最終避難場所は、平田仮設団地広場です。

◇緊急時等の対応
・オクレンジャーにて一斉送信メールまたは、園児緊急連絡票により電話連絡
を行います。

・園玄関に避難場所のカードを掲示しておきます。入園時に災害チャートマ
ニュアルをお渡ししますので、ご確認下さい。

【園からの一言】

当園では、生後2ヶ月～お預かり致します。働く保護者の就労をサポートする
とともに、子ども達が元気にのびのびと過ごせる環境作りを目指しています。

また、伝統芸能である「虎舞」を4,5歳児が受け継いでいます。
地域の方々と園の行事を通して触れあいをしたり、えいご教室・もじかず教室と
いった外部講師を招いて、遊びを取り入れながら学習しています。
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正福寺幼稚園

所在地：釜石市甲子町10-8-4
電 話：0193-23-6885
F A X：0193-23-0005

認定種別 保育時間 延長時間 土曜保育

1号認定 9：00～14：00
7：30～9：00

14：00～18：30
7：30～18：30

2号認定 7：30～18：30 なし 7：30～18：30

【保育時間】

私立

【諸費用】

費目 金額 備考

制服・スポーツウェア等代 26,300円程度 3歳児から(入園時)

施設整備費 25,000円 入園時

新学期用品代 10,000円程度 入園時

スクールバス代 3,000円 利用者のみ

給食費
1号認定 主食費 2,000円

2号認定 主食費 2,800円

教材費 800円

冷暖房費 700円

絵本代 420～450円

保護者会費 1,800円/年

URL

【利用定員】

認定種別 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

1号認定 - - - 10 10 10

2号認定 - - - 10 10 10

【職員体制】

園長 保育士 看護師 調理員 その他

松岡 公浩 7名 0名 0名 6名

令和4年9月1日現在
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【年間行事】

4月 入園式、始業式、年長児じゃが芋植え、稚児行
列（隔年）

10月 運動会、防火パレード、内科健診

5月 内科検診、保育参観日 11月 七五三参り、防災教室

6月 歯科検診、親子遠足、個人面談 12月 おゆうぎ会、成道会、お楽しみ会

7月 プール開き、七夕会、夕涼み会、年長児じゃが
芋収穫、年長児お泊り会

1月 おもちつき会

8月 プール納め 2月 節分会、年長児そり遊び、ミニコンサー
ト、お涅槃会

9月 保育参観日 3月 交通安全教室、お別れ会、修了式・卒園式

【教育保育目標】

○仏教精神を基底とする中で集団生活を楽しみながら、心身の発達を促し、豊かな人間性の芽生えを養う。
○「個性を見いだし、精神力と体力を培う」
めざす子ども像

・元気な子ども
・やさしい子ども
・明るい子ども
・力を合わせる子ども
・考える子ども

緑に囲まれた環境は、四季折々の変化を身近に感じ、ダンゴ虫・蛙・バッタ・カ
マキリやコオロギ等小さな生物との出会いは、子どもの心をゆさぶります。

【園の特色】

【非常災害対策・緊急時等の対応】

◇非常災害対策
・総合避難訓練を6月と2月の年2回と随時訓練を実施しています。
・防災設備として、消火器、誘導灯、非常警報設備等を設置しています。
・避難場所は、正福寺幼稚園の前庭、裏駐車場、甲子小学校等になります。

(予想される災害により避難場所が変わります。)
・園作成の「危機管理マニュアル」にある「事件・事故災害発生時の対処、
救急及び緊急連絡体制」により、連絡します。

【園からの一言】

本園はお寺の敷地内にあるこども園で、豊かな自然環境に恵まれ、仏さまの教
えをもとに思いやりの心を育てています。本堂での座禅、花まつりの稚児行列と
いった他では経験できない行事もあります。少人数で家庭的な雰囲気の中、さま
ざまな体験活動を通して豊かな感性と挑戦する気持ちを育てながら、日々保育に
あたっています。
幼児教育と保育、両方の良さをもつこども園として、保護者の皆さんと手を取

り合いながら、お子様の健やかな成長のために力を尽くしてまいります。
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釜石市立 上中島こども園

所在地：釜石市上中島町3-5-17
電 話：0193-23-7967
F A X：0193-27-5081

認定種別 保育時間 延長時間 土曜保育

1号認定 9：00～14：00
7：30～9：00

14：00～18：00
7：30～18：00

2・3号認定 7：30～18：30 18：30～19：00 7：30～18：00

【保育時間】

公立

【諸費用】

費目 金額 備考

ジャージ代(上下・半袖半ズボン) 約10,000円 3歳児から

絵本代 500円/月 0～5歳児

教材費(新年度用) 約5,000円(4月のみ)

副食費 1号認定子ども 約3,000円
2号認定子ども 約5,000円

3歳児からのみ

保護者会費 1,000円/2ヶ月

【利用定員】

認定種別
0歳児

(生後8週～)
1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

1号認定 - - - 5 5 5

2・3号認定 12 12 12 15 17 17

【職員体制】

園長 保育教諭 看護師 保育士 その他

楢山 知美 13名 1名 3名 3名

令和4年9月1日現在

※会計年度任用職員(フルタイム・パート)を含みます。
※調理全般(給食)は、シダックスフード株式会社に全面委託しているため、調理師は配置してません。
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【年間行事】

4月 入園式、保育参観日、お花見会、子ども祭り会 10月 運動会、内科検診

5月 交通安全教室、内科検診 11月 保育参観日、歯科検診

6月 親子遠足、歯科検診 12月 生活発表会、もちつき会

7月 七夕まつり、夏まつり会、プール遊び 1月 みずき団子作り、小正月遊び

8月 釜石よいさ、プール遊び 2月 豆まき会、年長児卒園記念製作

9月 3月 ひな祭り会、卒園式

【教育保育目標】

○「心身ともに健康で、心豊かな子ども」
めざす子ども像

・思いやりがあるやさしい子
・明るく元気な子
・よく考え、行動する子
・自分の思いを表現できる子

・生後8週からの乳児保育を行っています。
・上中島復興公営住宅に隣接し、地域の方々との世代間交流(園児とのラジオ体操や季節の行事等)を
実施しています。

・園内に子育て支援室(さくらルーム)を併設し、未就園児への親子間における遊びの場の提供や子育
てのアドバイスを行っています。また、在園児と一緒に関わることにより、子の発達を比較しな
がら、子育てできる空間を整えています。また、発達等で気になることがある場合、すくすく
親子教室が併設されていることから、当園と連携し連絡や相談を常時行うことが可能です。

・「防災教育・保育」「命を守る教育・保育」を進めています。

【園の特色】

【非常災害対策・緊急時等の対応】

◇非常災害対策
・各種避難訓練(火災・地震・不審者・風水土砂災害・総合防災訓練等)を月に1回実施して
います。

・一時避難場所は、上中島こども園の駐車場です。
・最終避難場所は、拠点避難所である釜石市立双葉小学校体育館です。

◇緊急時等の対応
・緊急時にはメールにて連絡を行います。
・メールの受信が確認されない場合には、避難場所にて保護者が到着するまで待機します。
・園児の引き渡しは、園長の指示により行います。

【園からの一言】

「上中島こども園」は、市内で唯一の公立幼保連携型認定こども園です。職員は
保育教諭であるとともに、「釜石市職員」であり、市民(園児・保護者)に対して
常に寄り添った保育・教育に従事しております。園児が温かな雰囲気の中で安心
感と信頼感を持ち、豊かな生活が送れるよう日々保育にあたっています。保護者
のみなさんと密に連絡を取りながら、安心して子育てできる環境を築きます。ま
た、地域の方々、市民に必要とされる施設運営を行うとともに、職員の質の向上
に努めてまいります。
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中妻子供の家保育園

所在地：釜石市中妻町1-13-22
電 話：0193-23-5550
F A X：0193-23-9582

保育時間
延長時間

(1時間150円・月極2,000円)
土曜保育

7：00～18：00 18：00～19：00 7：00～18：00

【保育時間】

私立

【諸費用】

費目 金額 備考

運動着代(半袖・半ズボン) 3,430円 3歳児以上希望者

絵本代 390～450円/月 全園児

カラー帽子代 1,050円 全園児(入園時のみ)

絵本バック代 450円 必要な方のみ(入園時のみ)

保護者会費 500円/月 全園児

URL

【利用定員】

0歳児
(生後2ヶ月～)

1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

6 13 10 12 13 16

【職員体制】

園長 保育士 看護師 調理員 その他

海藤 祐子 16名 1名 4名 3名

令和4年9月1日現在

一時預かり
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【年間行事】

4月 入園式、進級式、子どもの日の集い 10月 運動会、ハロウィン訪問、5歳児親子遠足

5月 交通安全教室、内科検診、歯科検診 11月 歯科検診、内科検診、七五三参拝

6月 個人面談 12月 クリスマス発表会

7月 七夕会、夏祭り 1月 どんと焼き、みずき団子作り、個人面談

8月 プール遊び 2月 豆まき会

9月 施設訪問 3月 ひな祭り会、お別れ会、修了式・卒園式

【保育目標】

・健康で明るい心を持つ、子どもとなるように。
・友達と仲良く遊べる、子どもとなるように。
・感情豊かで想像力のある、子どもとなるように。
・思いやりのあるたくましい、子どもとなるように。
・楽しく何でも食べる、子どもとなるように。

園児一人ひとりが現在を最もよりよく生き、望ましい未来を作り出す力の基礎を
培えるような愛情いっぱいの保育を提供しています。

【園の特色】

【非常災害対策・緊急時等の対応】

◇非常災害対策
・毎月1回避難訓練を実施しています。
・保育中、津波注意報等発令時は八雲神社(市の指定避難場所)に避難します。
・洪水等災害時は状況に応じて釜石中学校(市の指定避難場所)に避難します。

◇緊急時等の対応
・緊急時には、メールまたは電話連絡を行います。
・台風災害等の高齢者等避難発令時は、解除になるまでに自宅待機となります。
・開園前に津波注意報等発令時は、解除になるまで自宅待機となります。

【園からの一言】

私たちは、子どもたち一人ひとりとスキンシップを図り、信頼関係を深めなが
ら、日々保育をしています。子どもたちが、お友だちと一緒に、毎日楽しく元気
に過ごせるように、愛情いっぱいの保育を心がけています。また、保護者の皆さ
んが安心してお子さんを預け、仕事ができるように連携を大切にしています。保
護者の皆さんとお子さんの成長を共感し合いながら、楽しく子育てができるよう
努めています。
非常災害時には、子どもたちと保護者の皆さんの安全を第一に考え、状況に応

じた対応をしています。
当園では、子育て支援センターの運営、一時預かりも行っています。地域に開

かれた保育園として、皆さんの子育てを応援しています。
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釜石神愛幼児学園

所在地：釜石市上中島町4-2-20
電 話：0193-23-1553
F A X：0193-23-1554

保育時間
延長時間

(1時間当たり200円)
土曜保育

7：00～18：00 18:00～19:00 7：00～18：00

【保育時間】

私立

【諸費用】

費目 金額 備考

園ジャージ代 13,000円程度 3歳児から(長袖・半袖上下)

絵本代 500円/月 0～5歳児

年長児アルバム代 500円/月

主・副食費
主食 500円

副食費 6,000円
土曜給食 300円

保護者会費 200円 0～5歳児

URL

【利用定員】

0歳児
(生後6ヶ月～)

1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

4 8 12 12 12 12

【職員体制】

園長 保育士 看護師 調理員 その他

高橋 仁美 10名 1名 3名 3名

令和4年9月1日現在

病児保育
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【年間行事】

4月 入園・始園式、保育参加の日、音楽指導、ｲｰｽﾀｰ 10月 園外保育、親子遠足

5月 音楽指導 11月 お別れ遠足、幼児祝福式、収穫感謝礼拝、
職場訪問

6月 親子遠足、個人面談、音楽指導 12月 クリスマス礼拝・祝会

7月 七夕会、しんあい夏フェス、音楽指導、上中島
フェスティバル

1月 音楽指導

8月 お楽しみ会 2月 個人面談、ありがとうの会、音楽指導

9月 親子運動会 3月 ひなまつり、卒園式、修了礼拝

【保育目標】

・友達と元気に遊ぶ子ども
・相手を思いやることができる子ども
・自分のことは自分でする子ども
・ものごとに興味・関心をもつ子ども
・自分を表現できる子ども
・子どもも保護者も安心できる場所

家庭から通う幼児が、安心した気持ちで伸び伸びと活動できるようにし、家庭と
の連携のもとに、 心と体の調和のとれた成長を目指し、神様に愛され、人を愛
する子どもを育てます。

【園の特色】

【非常災害対策・緊急時等の対応】

◇非常災害対策
・避難訓練を月に1回実施しています。
・一時避難場所は、釜石神愛幼児学園園庭です。
・最終避難場所は、拠点避難所である釜石市立双葉小学校校庭です。

◇緊急時等の対応
・緊急時連絡先名簿により電話連絡を行います。
・電話が不通の場合には、避難場所にて保護者が到着するまで待機します。
・園児の引き渡しは、園長の指示により行います。

【園からの一言】

当園はキリスト教精神に基づき、お子さんが心も体も健康で円満な人格形成を
なしていくことができるよう一貫した方針で毎日保育しています。

また、乳幼児が温かな雰囲気の中で安心感と信頼感を持ち、豊かな生活をおく
れるよう日々保育に当たっています。

保護者の皆さんと密に連絡を取りながら、皆さんのニーズに応えてまいります。
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小佐野保育園

所在地：釜石市小佐野町3-4-10
電 話：0193-23-5530
F A X：0193-23-5900

保育時間
延長時間

(1時間当たり150円)
土曜保育

7：00～18：00 18：00～19：00 7：00～18：00

【保育時間】

私立

【諸費用】

費目 金額 備考

絵本バック代 450円 0歳児から

絵本代 390円～460円 0～5歳児

カラー帽子代 1,000円 2歳児から

保護者会費 700円/月

URL

【利用定員】

0歳児
(生後8ヶ月～)

1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

3 10 12 15 15 15

【職員体制】

園長 保育士 看護師 栄養士・調理師 その他

小笠原 真理子 12名 1名 4名 2名

令和4年9月1日現在
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【年間行事】

4月 入園・進級式、ピクニック・子どもの日の
お祝い

10月 保育参観(3歳児)、運動会、ピクニック、仲
良し会、ハロウィーン訪問

5月 交通安全教室、内科健診、歯科健診、ピク
ニック、保育参観(5歳児)

11月 七五三参拝、勤労感謝訪問、内科健診、歯
科健診、保育参観(0、1、2歳児)

6月 ピクニック、個人面談、歯科健診、歯科指
導、保育参観(4歳児)、遠足

12月 クリスマス発表会、もちつき会

7月 七夕会、夏まつり、プールあそび 1月 みずき団子作り、個人面談、歯科指導
お別れ遠足

8月 プールあそび 2月 豆まき会

9月 施設訪問、お絵描き列車、収穫祭、ピザ作
り体験

3月 ひな祭り会、お別れ会、卒園式・修了式

【保育目標】

・健康で明るい子ども
・みんなと仲良く遊べる子ども
・感情豊かで創造力のある子ども
・思いやりがあり、たくましい子ども

一人ひとりの子どもを大切にし、保護者も子どもも癒され、地域からも愛される
保育園を目指しています。

【園の特色】

【非常災害対策・緊急時等の対応】

◇非常災害対策
・毎月1回避難訓練を実施しています。
・保育中の避難場所は、小佐野小学校(地震、津波)小佐野地区生活応援セン
ター(洪水等災害時)です。(市の指定避難場所)

◇緊急時等の対応
・緊急時は、登録されているメールアドレスに連絡します。
・開園前、高齢者等避難、津波警報が発令された場合は、自宅待機となります。
・保育中は、職員と避難場所に避難し、保護者が到着するまで待機します。

【園からの一言】

当園は小佐野小学校や学童クラブに隣接し、周辺には公園が多くあります。散
歩に出掛けたり、夏には小学校のプールをお借りしてプール遊びをするなど、子
どもたちはのびのびと遊んでいます。
子ども一人ひとりの姿をしっかりと捉え、受け止めていく中で信頼関係を深め

ながら、子どもたちが安心して、お友だちと一緒に、元気に楽しく過ごすことが
できるような保育を心がけています。
また、保護者の皆さんの心に寄り添い、お子さんの成長を共に喜び合いながら

楽しく子育てができるよう、安心してお仕事ができるように努めています。
地域の方々や施設との交流を深め、これからも地域に開かれた保育園を目指し

ていきます。
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鵜住居保育園

所在地：釜石市鵜住居町3-10
電 話：0193-28-2510
F A X：0193-28-2686

保育時間
延長時間

(1時間当たり150円)
土曜保育

7：00～18：00 18:00～19:00 7：00～18：00

【保育時間】

私立

【諸費用】

費目 金額 備考

園ジャージ代 2,900～3,480円 3歳児から

クラス帽子代 1,100円 1～5歳児

絵本代 360～450円 全園児

保護者会費 500円 全園児・絵本代と一緒に集金

URL

【利用定員】

0歳児
(生後2ヶ月～)

1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

5 10 10 15 15 15

【職員体制】

園長 保育士 看護師 調理員 その他

八幡 雅子 15名 2名 5名 2名

令和4年9月1日現在

体調不良児対応型 一時預かり

アイルーム
釜石鵜住居
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【年間行事】

4月 入園・進級式 10月
保育参観（3,4歳児）リンゴ狩り（5歳児）おもいで遠
足（5歳児）ハロウィンクッキング

5月 交通安全教室、内科・歯科検診
子どもの日のつどい、保育参観（５歳児）

11月
内科・歯科健診、保育参観（0,1,2歳児）
やきいも会

6月 親子遠足、子育てトーク 12月
クリスマス発表会、餅つき会
クリスマスケーキ作り

7月 七夕会、なつまつり 1月 みずき団子作り、子育てトーク

8月 プール遊び、収穫祭 2月 豆まき会、ピザ作り、ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝﾁｮｺ作り

9月 運動会、ジャム作り、施設訪問、敬老会 3月 ひな祭り会、お別れ会、卒園式、終了式

【保育目標】

・健康で明るい元気な子ども。
・よく聞き、よく考え、はきはきと話す子ども。
・思いやりがあり、心豊かな子ども。
・みんなとなかよく遊ぶ子ども。
・好き嫌いなく、なんでも食べる子ども。

園の大きな特徴は、ビオトープやちびっこ畑、2つの園庭での戸外活動です。
ビオトープには、山椒魚やメダカが生息し、ちびっこ畑で収穫した野菜や果物を
使ってクッキングをしたり、青空お弁当の日などを楽しみながら食育活動も行っ
ています。

【園の特色】

【非常災害対策・緊急時等の対応】

◇非常災害対策
・避難訓練を月に1回実施しています。
・保護者とメールを使っての通報訓練を実施しています。
・避難場所は、鵜住居保育園です。
・警戒レベル3・高齢者等避難が発令された場合、登園前は自宅待機です。

◇緊急時等の対応
・緊急時連絡先名簿を使い、メール、電話連絡を行います。

【園からの一言】

さまざまな遊びや体験を通して「がんばる力」「人とかかわる力」など、遊び
の中でたくさんの学びを経験し、「生きる力」の基礎を育てたいと思っています。
地域における子育ての拠点として社会に貢献し、一人一人の良さを大切に、一

人一人が輝いて欲しいと願っています。保護者の皆様と信頼関係を築き、手と手
を取り合いながら、子ども達の健やかな成長を見守り、一緒に子育てをしていき
たいと思います。

31



ピッコロ子ども倶楽部桜木園

所在地：釜石市桜木町1-5-18
電 話：0193-55-5531
F A X：0193-55-5531

保育時間
延長時間

(1時間当たり200円)
土曜保育

7：00～18：00
6：00～7：00

18：00～19：00
7：00～18：00

【保育時間】

私立

【諸費用】

費目 金額 備考

絵本代 400円程度/月 0～5歳児

もじかず教室代 1,500円/月 5歳児

えいご教室代 1,500円/月 3～5歳児

保険代 350円/月 全園児

ベッドリース代 300円/月 希望者のみ

教材費
4,500円/年
1,500円/年
1,500円/年

初年度(3歳児以上)
次年度(3歳児以上)

1・2歳児

URL

【利用定員】

0歳児
(生後2ヶ月～)

1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

8 11 12 13 13 13

【職員体制】

園長 保育士 看護師 調理員 その他

千葉 正子 13名 2名 3名 2名

令和4年9月1日現在

病後児保育 一時預かり
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【年間行事】

4月 入園式、お花見 10月 内科健診、花の種植え、遠足

5月 春の遠足、花・野菜植え、交通安全教室 11月 作品展示会、防火パレード

6月 内科健診、フリー参観 12月 発表会、クリスマス会

7月 七夕会、プール開き 1月 みずき団子、フリー参観

8月 プール遊び、野菜の収穫、歯科検診
給食参観

2月 豆まき

9月 お月見会、ふれあい会、運動会 3月 お雛祭り、お別れ会、卒園式・修了式

【保育目標】

○いっぱい遊んですくすく育て ～心も体もたくましく育ちあう子ども
・食事、遊びを大切にし、健やかな心身の発達を保証する。
・友達との関わり合いの中から、集団の仲間意識や思いやりの心を育む。
・一人一人の個性を尊重し、主体性や創造性を育む。
・日常の生活体験の中から、基本的生活習慣の自立や自主性を育む。

お子様の健やかな成長、心身の発達を保障する保育の創造
保護者様の就労をサポートし、安心して働き続けられる保育園
保護者・保育園・弊社、相互の信頼関係に基づく環境作り

【園の特色】

【非常災害対策・緊急時等の対応】

◇非常災害対策
・避難訓練を月に1回実施しています。
・一時避難場所は、ピッコロ子ども倶楽部桜木園ホールです。
・最終避難場所は、小佐野コミュニティ会館です。

◇緊急時等の対応
・「おがスマ」にて一斉送信メール又は電話連絡を致します。
・電話が不通の場合には、避難場所にて保護者が到着するまで待機します。

【園からの一言】

桜咲く小川川の素晴らしい環境の中、ひとりひとりの成長を大事に未来を思い
浮かべながら保育をしています。
その一環として、0～2歳児はコミュニケーションを十分とり、信頼を築きま

す。そして、歩くことを重視し野田地区、小佐野地区におさんぽをし、足腰が強
くなるようにしています。以上児は毎朝ホールで、ランニング・ストレッチをし
て身体づくりをしています。
えいご教室は、3歳児以上で、外国人講師により楽しんでえいごが身につくよ

うにしています。
もじ・かず教室は、5歳児が小学校に入るまでの準備ということで楽しみなが

ら進めています。
丈夫な身体づくり、チャレンジ精神、思いやりの気持ちを育んでいきます。
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ベビーホーム・虹

所在地：釜石市小佐野町3-2-244
電 話：0193-27-7115
F A X：0193-27-7115

【保育時間】

私立

【諸費用】

URL

【利用定員】

0歳児
(生後6ヶ月～)

1歳児 2歳児

2 5 5

【職員体制】

園長 保育士 看護師 調理員 事務員

山野目 久子 4名 1名 2名 1名

令和4年9月1日現在

制服代、絵本代等の費用負担はありません。
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保育時間
延長時間

(1時間当たり150円)
土曜保育

（標準時間）7：30～18：30
（短時間） 8：30～16：30

（標準時間）実施なし。※要相談
（短時間） 7：30～8：30

16：30～18：30
7：30～18：30



【年間行事】

4月 お花見 10月 ハロウィン

5月 ミニ遠足、こどもの日 11月 給食参観

6月 種まき 12月 親子ふれあいクリスマス会

7月 七夕会、プール遊び、収穫祭 1月 お正月遊び、雪遊び

8月 プール遊び、スイカ割り 2月 豆まき会

9月 お月見団子作り 3月 ひな祭り会、お別れ会

【教育保育目標】

○「一人ひとりの個性を大切にする保育」
1. 一人ひとりの子どもの欲求を十分に満たし、生命の保持と情緒の安定を図り、
未来を拓く子どもたちを豊かに育てる。

2. 年齢に応じた育ちの発達のため、保育士・看護師及び家庭的保育者・調理員
が一体となって保育する。

3. 子どもの最善の利益を考慮し、子どもの意思及び個性を尊重して保育を提供
するよう努める。

小規模保育事業所ならではのアットホームで子ども一人ひとりにじっくり関わっ
ていける保育を目指しています。

【園の特色】

【非常災害対策・緊急時等の対応】

◇非常災害対策
①高齢者等避難が発令された時・・・休園
②避難指示が発令された時・・・休園
③各種警報が発令された時・・・休園
・登園途中の場合は近くの安全な場所へ避難してください。

【園からの一言】

当園では、小規模保育事業所ならではのアットホームな雰囲気の中で、お子さ
んが安心して過ごせるよう、先生との信頼関係を築きつつ、一人ひとりの子ども
にそった保育を日々提供しています。

保護者の皆さんとコミュニケーションを大切にしながら、お子さんの健全な育
成・保育に努めてまいります。
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虹の家

所在地：釜石市中妻町1-16-10
電 話：0193-55-5257
F A X：0193-55-5257

保育時間
延長時間

(1時間当たり150円)
土曜保育

（標準時間）7：30～18：30
（短時間） 8：30～16：30

（標準時間）実施なし。※要相談
（短時間） 7：30～8：30

16：30～18：30
7：30～18：30

【保育時間】

私立

【諸費用】

URL

【利用定員】

0歳児
(生後6ヶ月～)

1歳児 2歳児

3 7 6

【職員体制】

園長 保育士 看護師 子育て支援員 調理員

赤崎 成子 5名 0名 5名 うち2名

令和4年9月1日現在

制服代、絵本代等の費用負担はありません。
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【年間行事】

4月 始まりの会、お花見 10月 ハロウィン、保育参観

5月 子どもの日の会 11月 保育参観

6月 種まき 12月 クリスマス会

7月 七夕会、プール遊び、収穫祭 1月 お正月遊び

8月 プール遊び、スイカ割り 2月 豆まき会

9月 お月見団子作り 3月 ひな祭り、お別れ会

【教育保育目標】

○元気な子
〇自然を愛する子
〇友達と楽しく遊べる子
「一人ひとりの個性を大切にする保育」
• 一人ひとりの子どもの欲求を十分に満たし、生命の保持と情緒の安定を図り、未来を拓く子
どもたちを豊かに育てます。

• 子どもの最善の利益を考慮し、子どもの意思及び個性を尊重して保育を提供するよう努めま
す。

• 年齢に応じた育ちの発達のため、保育士・看護師及び子育て支援員、調理員が一体となって
保育します。

0歳児から2歳児を対象としています。小規模ならではのアットホームでゆった
りとした雰囲気の保育施設です。

【園の特色】

【非常災害対策・緊急時等の対応】

◇非常災害対策
毎月の避難訓練実施

◇緊急時等の対応
〇当園前の場合
避難指示が発令された時（大雨警報、洪水警報発令時等）・・・休園

〇保育中の場合
園舎内の安全な場所、または避難先で待機してお迎えを待ちます。

【園からの一言】

家庭的な雰囲気のもとで一人ひとりの個性を大切にし、気持ちや欲求を受け止
めていけるよう心がけています。保護者の皆さんと喜びや悩みを共有しながら、
常に子育てを応援する保育施設です。
また、園での生活が気になる保護者様向けとして、当園では随時見学が可能

(要電話予約)となっており、短期間での(求職活動中、産前産後期間など)入所に
ついても対応しております。是非ご検討ください。
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スクルドエンジェル保育園かまいし園

所在地：釜石市甲子町9-12-1
電 話：0193-55-6217
F A X：0193-55-6218

保育時間
延長時間

(30分400円)
土曜保育

7：15～18：15 18：15～19：15 7：15～19：15

【保育時間】

私立

【諸費用】

制服代、絵本代等の費用負担はありません。

URL

【利用定員】

0歳児
(生後3ヶ月～)

1歳児 2歳児

6 6 7

【職員体制】

園長 保育士 看護師 調理員 その他

植田 志津子 6名 0名 2名 0名

令和4年9月1日現在
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【年間行事】

4月 10月

5月 子どもまつり会 11月 保育参観、健康診断

6月 健康診断、歯科健診、個人面談(前期・全園児) 12月 クリスマス会、個人面談(後期・2歳児)

7月 七夕会、プール遊び 1月

8月 プール遊び 2月 豆まき会、個人面談(後期・0,1歳児)

9月 3月 ひなまつり会、お別れ会

【教育保育目標】

・のびのび遊び生きる力を持った子
・元気にあいさつができる子
・想像力豊かで物事をよく考える子
・お友達や社会を思いやり信頼関係を築ける子

「基本的信頼感を確立させる」保育方針を基本に置き、「モンテッソーリ教育」
を中心に「リトミック」や「体育教室」などを導入し、情操を養うと同時に身体
能力の向上や自主性が自然と身につくような保育園運営を心掛けております。

【園の特色】

【非常災害対策・緊急時等の対応】

◇非常災害対策
・火災及び地震を想定した避難訓練を月に1回実施しています。
・防災設備として、消火器を設置し、カーテンと敷物に防炎処理を施して
います。

・第1避難場所は、甲子小学校です。

【園からの一言】

当園では、お子様一人ひとりの個性を尊重し、気持ちを暖かく受け止め、丁寧
な言葉掛けとお子様一人ひとりとの関わりを大切にし、保護者の方々が安心して
お子様を預けられ、気軽に何でも相談できるような家庭的雰囲気を持った保育園
を目指しております。
お子様の日々の成長を保護者の方々と共に喜び合い、毎日温かく見守っていき

たいと思っております。
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きらきら保育園

所在地：釜石市定内町2-11-15
電 話：0193-27-5231
F A X：0193-27-5950

保育時間
延長時間

(30分当たり1,000円)
土曜保育

7：00～1８：0０ 18：00～18：30
7：00～1８：00

(延長なし)

【保育時間】

私立

【諸費用】

URL

【利用定員】

0歳児
(生後3ヶ月～)

1歳児 2歳児

4 4 4

【職員体制】

園長 保育士 看護師 調理員 その他

柳下 啓子 5名 １名 ２名 6名

令和4年9月1日現在

一時預かり

・制服代、絵本代等の費用負担はありません。
・おむつ・おしりふきは園の経費でまかないます。
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【年間行事】

4月
花まつり、荒神社おまつり
氏神さまにありがとう会

10月 元気な体にありがとう会

5月
こどもまつり
おかあさんにありがとう会

11月 働くみなさんにありがとう会

6月 おとうさんにありがとう会 12月 一年間にありがとう会

7月 七夕まつり、海にありがとう会 1月 新しい年神様にありがとう会

8月 お盆、ご先祖様にありがとう会 2月 節分、日本の国にありがとう会

9月
おじいちゃんおばあちゃんに
ありがとう会

3月
ひなまつり
お日さまと土にありがとう会

【教育保育目標】

○「ひとりの人間として尊び心を育てよう」
・子どもの心によりそう保育
・子どもの成長を信じみまもる保育
・子どもの発達にあわせた保育
・温もりあるあたたかい保育
・笑顔とわらいごえの保育

「ありがとう」と感謝ができる心を育む保育を心掛けています。

【園の特色】

【非常災害対策・緊急時等の対応】

◇非常災害対策
・火災及び地震風水土砂災害を想定した避難訓練を月に1回実施しています。
・防災設備として消火器、誘導灯を設置しています。
・避難場所は、小佐野小学校及び小佐野コミュニティ会館です。

◇緊急時等の対応
・連絡網を作成し、SNSにて連絡を入れさせていただきます。

【園からの一言】

当園では、小さなお子さんが安心できるような環境の小さなお家のような保育
園です。
一人一人の心に寄り添い安心した園生活が送れるよう保育者の人数を多く配置

し、ゆとりある保育を行っています。
「心の育ちを大切にする保育園」、「笑い声いっぱいの保育園」を目指していま
す。
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鵜住居幼稚園

所在地：釜石市鵜住居町13-103-1

電 話：0193-28-1733
F A X：0193-28-1733

【保育時間】

公立

【諸費用】

費目 金額 備考

運営費 700円 3～5歳児

絵本代 550円 3～5歳児

PTA会費 800円 3～5歳児

アルバム代 300円 4・5歳児

【利用定員】

【職員体制】

園長 教諭 看護師 調理員 その他

磯田 育子 5名 0名 0名 0名

令和4年9月1日現在

3歳児 4歳児 5歳児

15 35

保育時間 延長時間 土曜保育

8：30～14：00

①早朝利用(1時間当たり100円)
7：30～8：30

14：00～18：00
②長期休業中(いずれも400円)

8：30～13：00
13：00～18：00

-

© OpenStreetMap contributors

42



【年間行事】

4月 始業式、入園式 10月 りんご狩り、餅つき会

5月 家庭訪問、春の遠足 11月 七五三、うのすまいっ子まつり（作品展・こども
会）

6月 家族参観日 12月 クリスマス会

7月 七夕会、夕涼み会 1月 正月遊び

8月 すいか割り 2月 豆まき会

9月 運動会 3月 ひな祭り会、修了式、卒園式

【教育保育目標】

○「心身共に健康で心豊かな子どもの育成をめざして」

・健康で活動的な子ども
・よく考え、自らすすんで行動できる子ども
・心豊かで思いやりのある子ども

園生活の中で積み重ねられる様々な体験を通して、一人一人の子どもの生きる力を育む
基礎となる「豊かな心情」「意欲」「態度」が内面に育っていく保育を目指しています。

【園の特色】

【非常災害対策・緊急時等の対応】

◇非常災害対策
◎保育時間中の地震への職員の対応
・状況把握。周囲の様子確認。情報収集に努める。
・室内中央に園児を集める。
・津波注意報の場合→状況に応じて避難。
・津波警報の場合→状況に応じて東中学校体育館に避難
◎避難訓練
・火災や地震に関する避難訓練を年12回程度計画し、消防署及び消防団
の指導を受ける。

【園からの一言】

先生との信頼関係を基礎として、それぞれの子どもの「良さ」を大切にしなが
ら保育を行っています。
友達や異年齢児とのかかわりの中で、工夫・葛藤・決断・達成感・充実感を味

わい、様々な困難を乗り越えられるようなたくましさを培っていけるよう日々保
育を行っています。
また、子ども達の成長の節目を互いに感じられるよう家庭との連携を図ってい

ます。
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