
乗船寺保育園 光明禅寺保育園 新西方保育園 池田保育園 しらゆき保育園（小規模保育）

指宿市湊一丁目11番５号 指宿市十町2768番地1 指宿市新西方725番地 指宿市池田3880番地 指宿市東方1746番地7

0993-22-4407 0993-22-2369 0993-25-2861 0993-26-2116 0993-25-6221

宮地　最勝 野口　マスミ 吉留　浩一郎 蔵園　幾史 田之畑　敬子

100人 70人 60人 60人 15人

７：３０～１８：３０ ７：００～１９：００ ７：００～１８：００ ７：００～１９：００ ７：００～１８：００

７：３０～１８：３０ ７：００～１８：００ ７：００～１８：００ ７：００～１８：００ ７：００～１８：００

８：００～１６：００ ８：００～１６：００ ９：００～１７：００ ８：３０～１６：３０ ８：３０～１６：３０

８か月（目安） ７か月 ３か月 ２か月または産後８週 ５か月

ー あり あり あり あり

ー ー あり あり ー

ー ー 原則月～土 原則月～土 ー

（通常） ー ー 12:00～17:30 下校時～19:00 ー

（長期休暇） ー ー 7:00～17:30 7:00～19:00 ー

（通常） ー ー 月額4,000円
平日300円・土曜日500円（おやつ、給食代含

む）　　　　　　　　　　　月額定額払い有
ー

（長期休暇） ー ー 月額4,000円
1日500円（おやつ、給食代含む）

月額定額払い有
ー

ー ー 小1～3 小1～3 ー

ー ー あり 柳田小，指宿小バス迎えあり ー

○延長保育
○地域のお年寄りとの交流
○子育て相談
○乳児保育
○放課後児童クラブ（卒園児のみ）
○老人福祉施設訪問等世代間交流
○ボランティア学習,体験学習受入れ
○保育実習生受入れ

特　別　保　育　等

の　実　施　状　況

（自主事業を含む）

開所日

○障害児統合保育
○地域子育て支援センター
　①子育て電話相談（随時）
　②保健センター親子教室への保育士派遣
　③園の開放
　④子育て講演
　⑤親子教室
　⑥子育て相談
　　臨床心理士による指導や治療教室
○異年齢児の交流会
（小学１年・５年・６年生）
○ボランティア学習,体験学習受け入れ

　家庭のようにほっとできる温かみのある
空間で,スキンシップを大切に，それぞれ
の発達に視点を置き豊かな情操とバランス
のとれた感性が育つ保育を心がけます。
　小規模保育だからこそできる園児に寄り
添った時間と心と心が繋がる時間を大切に
園児の成長をはぐくみます。

○延長保育
○育児相談
○障害児保育
○乳児保育
○世代間交流
○育児講座

保育目標
　○けがなく（安全）
　○仲よく　（和合）
　○元気よく（健康）

　一子地福祉会の理念に基づき，全ての園
児を一人子のように保護し，養育し，教育
する。
　本園は，浄土真宗本願寺派の保育連盟に
属し，まことの保育を通じ，やさしい心・
思いやりのある心を育てると共に保育者自
身も子どもと共に育ち，生かされる保育を
目指している。

保育方針
　常に保育指針に則り，子どもが伸びよう
とする豊かな心を集団の場でしかも望まし
い未来をつくり出す力の基礎を培うことに
重点を置く。

保育目標
 1　だれとでもなかよく遊べる子ども
 2　ひとにめいわくをかけない子ども
 3　すなおで元気な子ども

保育目標
　想像力豊かで未来を生き抜く力のある子
に育てる
・生命力を尊重し情緒の安定を図る
・丈夫で頑張りのきく子に育てる
・考え工夫して遊びを作り出す子に育てる
・感動する心を持った子に育てる
・望ましい生活習慣を身につけた子に育て
る

保育の方法
1.ひとり一人の生命力を尊重し，情緒の安
定
   を図りながら，自分を発揮できるように
   する。
2.豊かな環境作りをし，友達との関わりを
   持ちながらたっぷり遊び，充実感を味わ
う
   ことができるようにする。
3.絵本の読み聞かせをしながら，創造力を
   豊かにし，広く深く遊べるようにする。
4.恵まれた自然環境を活かし，実体験を
  しながら心豊かな人格形成の基を作って
  いく。

　入所年齢は０歳～６歳までの乳幼児を対
象とし，家庭において十分保育する事が
出来ない児童を家庭の保護者に代わって保
育し，育児と仕事の両立支援を目的として
います。

保育目標
　「思いやりのある人間に育てる保育」を
定め，心を育てる保育を目指している

生活指導
　・お父さん，お母さんを大切にする
　　子ども
　・ごあいさつが上手にできる子ども
　・誰とでも仲良く遊ぶ子ども
　・命を大切にする子ども
　・「ありがとう」「ごめんなさい」
　　が素直に言える子ども

○延長保育
○育児相談
○障害児保育
○乳児保育
○世帯間交流
○育児講座
○老人福祉施設訪問等

一　時　保　育

送　　　　　迎

開　所　時　間

保　育　標　準　時　間

　保　育　短　時　間

入　所　可　能　年　齢

保　育　方　針

事　業　所　名

所　　在　　地

電　話　番　号

施　設　長　名

定　　　　　員

受入児童

送迎

放課後児童
クラブ概要

開所時間

利用料金

～注意～

3歳未満（4月1日時点）が

利用可能となります



利永保育所 慈光保育園 成川保育園 やまがわ保育園 開聞保育園 川尻保育園

指宿市山川利永336番地1 指宿市山川岡児ヶ水15番地3 指宿市山川成川1182番地2 指宿市山川新栄町1番地71 指宿市開聞十町2807番地 指宿市開聞川尻5677番地

0993‐35‐9001 0993‐35‐0903 0993‐34‐1263 0993‐35‐2301 0993‐32‐2100 0993‐32‐2141

指宿市山川庁舎市民福祉課長 大石　大教 美坂　由香 上田　廣子 福岡　亮一 宮地　美知子

30人 60人 80人 45人 60人 60人

７：３０～１８：３０ ７：００～１９：００ ７：３０～１８：３０ ７：３０～１８：００ ７：００～１９：１５ ７：３０～１８：３０

７：３０～１８：３０ ７：００～１８：００ ７：３０～１８：３０ ７：３０～１８：００ ７：００～１８：００ ７：３０～１８：３０

８：３０～１６：３０ ８：００～１６：００ ８：３０～１６：３０ ８：３０～１６：３０ ９：００～１７：００ ９：００～１７：００

１０か月 ３か月 ４か月ごろ ６か月 ３か月 ６か月(相談に応じて）

― あり ― あり あり ー

― あり ― ― あり ー

ー
原則　月～土

年間250日以上
ー ー

原則　月～土
年間250日以上

原則　月～土
年間250日以上

（通常） ー 13：00～18：00 ー ー 13:00～19：15 下校時～18：00

（長期休暇） ー 8：00～18：00 ー ー 7：00～19：15 7：30～18：00

（通常） ー
月額　3，000円
教材費等実費負担

ー ー
月額　4，000円おやつ代含む

2人目から半額
傷害保険料別途

月額　5,000円
おやつ代月額1,000円，
傷害保険料年額800円

（長期休暇） ー 夏８月　月額　6，000円 ー ー
夏7月　5，000円
夏8月　6，000円
冬・春　4，500円

月額　5,000円

ー 小1～小6 ー ー 小１～小６
川尻校区小１～6

開聞校区おおむね小1～3

ー 送迎なし ー ー 状況に応じスクールバス対応 開聞小迎えあり

放課後児童
クラブ概要

開所日

開所時間

利用料金

受入児童

送迎

 子どもたちの個性を育む「個育
て」の場として，一人ひとりを大切
にした保育を目指しています。

遊びや暮らしを通して
・基本的な生活習慣を身につける。
・温かいふれあいの中で，うそをつ
かない優しいこころを育てる。
・聴く(聞く)力，観る(見る)力，表
現する力を育てる。

保育方針
　日本百名山の秀峰開聞岳のふとこ
ろに抱かれ，広々とした園庭や園舎
のすばらしい環境の中，年間の様々
な行事を通して,「心身ともに健や
かな発達を願いながら，健康で明る
く，思いやりや感謝の心を持った感
性豊かなこどもの育成」に努めてい
ます。
　また，個々の育ちの支援だけでな
く,親の子育てや就労の支援のため
に様々な特別保育メニューを実施
し，長年に渡る大型バスによる送迎
も行い,必要とする保育ニーズに真
に向き合い,トータルケアとしての
子育て支援センターの役割を担う保
育園づくりを行っています。

　本園は保育所保育指針に基づき，
子どもの健康と安全を基本にし，養
護と教育を中心に保育します。
　また，浄土真宗本願寺派の保育連
盟に属し，まことの保育を通し，や
さしい心，思いやりのある心を育て
ると共に保育者自身も子どもと共に
育ち，生かされる保育を目指して，
健康な身体づくりと心の豊かさを培
い，生命の大切さを心と体で知る情
操保育に力を入れています。

保育目標
◎友達と力をあわせて考えて行動す
るこどもに
１．心身の健康の基礎を培う。
　（食育）
２．いのち・社会性・思いやりの
　　心を育てる。(徳育）
３．年齢に応じた発達をめざす。
　（知育）

特　別　保　育　等

の　実　施　状　況

（自主事業を含む）

○お年寄りとの交流
○地域との交流
○異年齢児との交流
○子育て相談
○幼年消防クラブ

　安全で，あたたかい環境の中で，
生活に必要な習慣や態度を養い，一
人ひとりが自発的・意欲的に色々な
遊びを体験できるよう援助し，活動
を通じて豊かな人間性・社会性・創
造性を育み，健康な心身の発達を目
指します。
（自主性・意欲・感性）

保育目標
○明るく元気な子ども
○おもいやりのあるやさしい
　子ども
○何事にもすすんで取り組み
　頑張る子ども

　豊かな宗教的情操教育の中で，心
身の調和的な発達を図り，ひとりひ
とりの幼児が幸せな生活のできるい
しずえをきずく。

おやくそく
一．まことに生きる子[自立性]
　「わたくしたちは　みほとけ
　　さまをおがみます。」
二．おもいやりのある子[協調性]
　「わたくしたちは　いつも
　　ありがとうといいます。」
三．お話しをよく聞く子[自律性]
　「わたくしたちは　おはなしを
　　よくききます。」
四．みんなと仲良くする子 ［社会
性］
　「わたくしたちは　みんな
　　なかよくいたします。」

　保育の基本方針
　保育方針は「保育所保育指針」に
依拠して，職員が保育に臨む基本姿
勢にあっては，子どもや家庭に対し
てわけへだてなく保育を行い,人権
を尊重し，プライバシーを保護する
ことを第一とする。また，保護者か
ら意見や要望があれば真摯に傾聴
し，不明なところがあれば説明をし
てより良い保育のために努力研鑽す
ることを基本とする。

保育目標
１．たくましく健康なこどもに
　　育てる。
２．明るく心豊かなこどもに
　　育てる。
３．最後まで頑張るこどもに
　　育てる。

○乳児保育
○お年寄りとの交流
○子育て相談
○小・中・高校生との交流会
○ふれあい農園

○園外講師
　(うんどう遊び･もじ遊び・えいご
遊び･和太鼓)
○ふれあい農園
○延長保育
○乳児保育
○放課後児童クラブ
○園庭開放（毎日）
○小・中・高校生との交流
○知育タブレット遊び（年長児）
○地元農家との交流（野菜収穫）
○伝統行事等参加(地区相撲大会他)
◯子育て相談
◯保育ボランティア受け入れ

○幼年消防クラブ
○マーチング
○鹿児島ユナイテッドＦＣによる
サッカー教室
○図書の貸し出し
○障害児保育
○世代間交流
○異年齢児との交流
○園庭開放
○乳児保育
○子育て相談
○保育ボランティア受け入れ
○中高生体験学習受け入れ

○休日保育
○乳児保育
○障害児保育
○お年寄りとの交流
○異年齢児（卒園児（中学生・
　高校生））との交流
○子育て相談
○ゆとり保育（英会話，和太鼓，
　空手）

○延長保育
○障害児保育
○放課後児童クラブ
○地域子育て支援センター
○園外講師による発達支援
   （英会話,スポーツクラブ等）
○お年寄りとの交流
○小・中・高校生との交流
○園庭開放(随時)
○ファミリーサポートセンター

一　時　保　育

送　　　　　迎

保　育　標　準　時　間

　保　育　短　時　間

入　所　可　能　年　齢

保　育　方　針

事　業　所　名

所　　在　　地

電　話　番　号

施　設　長　名

定　　　　　員

開　所　時　間



ひばりこども園 うおみこども園 つちはしこども学園 花のおさなご園

指宿市十町543番地 指宿市東方11018番地11 指宿市岩本2808番地 指宿市十町151番地５　

0993-22-5254 0993-22-2830 0993-25-2020 0993-26-3000

出口　正樹 川元　浩二 福　理奈 福　理奈

95人（1号15人/2・3号80人） 70人（1号15人/2・3号55人） 80人（1号10人/2・3号70人） 　　15人

7:00～19：00（1号・8:00～14:00）
月～金　７：００～１９：００
土曜日　７：００～１８：００

７：１５～１８：４５ ７：１５～１８：４５

７：００～１８：００ ７：００～１８：００ ７：１５～１８：１５ ７：１５～１８：１５

９：００～１７：００ ８：３０～１６：３０ ９：００～１７：００ ９：００～１７：００

４か月または１６週 ２か月 ８週 ８週

あり あり あり あり

ー あり あり（送迎ステーション間） ー

原則月～土
原則　月～土

年間250日以上
原則　月～土

年間250日以上
原則　月～土

年間250日以上

（通常） 下校時～18:00（延長～19：00）
11：00～19：00
土曜日は18：00迄

13：00～19：00 13：00～19：00

（長期休暇） 8:30～18:00（延長～19：00）
7：00～19：00

土曜日は18：00迄
7：00～19：00 7：00～19：00

（通常）

平日300円/日
　　　土曜（おやつ代含む）500円/日

※土曜はお弁当持参
延長保育料　100円/日

別途損害保険料　年2,200円程度

月額6,000円
２人目以降3,000円
おやつ・給食代含む

月額　5，000円おやつ代含む
傷害保険料　年2，000円

月額　5，000円おやつ代含む
傷害保険料　年2，000円

（長期休暇）
 500円（おやつ代含む）/日

※お弁当持参
延長保育料　100円/日

月額8,000円
２人目以降4,000円
おやつ・給食代含む

通常料金に加え開設日毎￥250加算
（夏季のみ・2人目以降￥5,000）

通常料金に加え、開設日毎￥250加算
（夏季のみ・2人目以降￥5,000）

小1～小2
通常は柳田校区のみ・土曜長期休暇中は他校卒園児あり

小１～小３ 小１～小６ 小１～小６

なし 丹波・柳田・指宿バス迎えあり 指宿・魚見小バス迎えあり 丹波小バス迎えあり

開所時間

○延長保育
○老人福祉施設訪問等世代間
　交流
○乳児保育
○病後児保育
○育児講座
○保育ボランティア受入
○地域子育て支援事業
　・絵本の広場
　・遊びの広場
　・育児相談
　・園庭開放

○園の基本理念

１．子どもの元気な声がひびくこども園
２．保護者から信頼されるこども園
３．保育者が保育の質の向上に努めるこども園
４．地域の子育てを支援するこども園

○教育・保育方針
　こども園の生活やあそびを通して，さまざまな体験
をし，子ども同志が育ちあい，未来へ向かって心身と
もにたくましく生きる力を育てる

○教育・保育目標
①いきいきとあそぶ子ども
②たくましく丈夫な子ども
③やさしく思いやりのある子ども
④創造力ゆたかな子ども
⑤自分のことは自分でする子ども

○延長保育
○乳児保育
○育児講座
○保育ボランティア受入
○地域子育て支援事業
　・絵本の広場
　・遊びの広場
　・育児相談
　・園庭開放

教育保育目標

子ども「生きる力の基礎を培う」
1.元気な子ども
　（心も体も元気）
　明るく伸び伸び生活し，進んで身体を動かし，命を
守るための生活習慣を身に付ける。

2.見て聞いて考える子ども
　環境に親しみ，様々な体験を通して感性を豊かに
し，表現する。

3.仲間と一緒に活動できる子ども
　友だちと関わって，考えを伝え合い思いやる，勇気
を持って善悪の判断ができる。

職員「ひとりひとりを大切に穏やかに過ごせるこども
園を目指す」

教育保育目標

子ども「生きる力の基礎を培う」
1.元気な子ども
　　（心も体も元気）
　明るく伸び伸び生活し，進んで身体を動かし，命を
守るための生活習慣を身に付ける。

2.見て聞いて考える子ども
　環境に親しみ，様々な体験を通して感性を豊かに
   し，表現する。

3.仲間と一緒に活動できる子ども
　友だちと関わって，考えを伝え合い思いやる，勇気
   を持って善悪の判断ができる。

職員「ひとりひとりを大切に穏やかに過ごせるこども
園を目指す」

○乳児保育
○延長保育
○園庭開放
○子育て相談
○介護施設等の訪問
○一時預り（幼稚園型）

○乳児保育
○子育て支援（園庭開放・育児相談）
○預かり保育
○延長保育
○卒園児との交流
○老人福祉施設訪問等世代間交流
○ボランティア学習,体験学習受入

　教育・保育方針

①　「遊び」を中心とし，「生活」，「体験」の活動
      を発達に沿って組み合わせる教育・保育を行い
      ます。
②　見通しを持って，日々安心して過ごすことの
      できるデイリープログラムを整えます。
③　個の育ちと集団での育ち合いを，引き出し，
      支え，伸ばす教育・保育を行います。
④　こどもと対等に向き合い，こどもの気持ちを最も
      大切にする教育・保育を行います。
⑤　一人ひとりのこどもの時間やリズム，個性を大切
      にし，待つことができる教育・保育を行います。
⑥　安全面と衛生面に十分配慮した環境を創り，健康
      な生活の営みを大切にします。
⑦　楽しく美味しく意欲的に食べられる食事の環境を
      創ります。

一　時　保　育

送　　　　　迎

受入児童

送迎

利用料金

事　業　所　名

所　　在　　地

電　話　番　号

施　設　長　名

定　　　　　員

開　所　時　間

保　育　標　準　時　間

　保　育　短　時　間

入　所　可　能　年　齢

教育保育目標

特　別　保　育　等

の　実　施　状　況

（自主事業を含む）

開所日

放課後児童
クラブ概要

～注意～

3歳未満（4月1日時点）が

利用可能となります

『放課後児童クラブ』・『一時保育』

のお問い合わせは

つちはしこども学園まで



コスモス幼稚園・こすもす保育園 たいせいこども園
認定こども園白百合幼稚園
（幼稚園型認定こども園）

せいあこども園

指宿市十二町2338番地5 指宿市山川小川649番地1 指宿市大牟礼四丁目15-30 指宿市十二町５４１番地

0993-22-5558 0993‐35‐2275 0993-22-3351 0993-22-3621

池水　大地 福岡　秀樹 郡山　健次郎 坂田　茂

110人（1号15人/2・3号95人） 100人（1号15人/2・3号85人） 95人（1号75人/2号20人） ３５人（１号20人/2号・3号15人）

７：３０～１８：３０ ７：００～１９：００ ７：３０～１８：３０ ７：３０～１９：００

７：３０～１８：３０ ７：００～１８：００ ７：３０～１８：３０ ７：３０～１８：３０

８：３０～１６：３０ ９：００～１７：００ ７：３０～１５：３０ ８：００～１６：００

４か月(但し,首がすわってから） ３か月 満３歳以上 1歳

あり あり あり　さくら組2歳児クラス あり

ー ー あり あり（１号認定）

原則　月～土
年間250日以上

原則　月～土
年間250日以上

ー 月～金

（通常） 14：00～18：00 13：30～17：30 ー 下校時～１８：30

（長期休暇） 8：00～18：00 7：30～17：30 ー ８：３０～１８：30

（通常）

月額：卒園児1年2，500円，
卒園児2年生以降3，500円，卒園児以外4，500円

おやつ代500円，傷害保険料年額18,480円，
教材等実費負担

月額　6，000円おやつ代含む
2人目から半額

傷害保険料500円，教材費実費負担
ー ３０分５０円

（長期休暇） 月額11，000円 月額　8，000円 ー
３０分５０円

給食代（任意）一食３５０円

小１～小６ 小1～小6 ー 小１～小４卒園児のみ

送迎なし 下校時悪天候の場合のみ ー なし

○障害児保育
○乳児保育
○延長保育
○地域子育て支援相談事業
○裏千家　お茶教室
○ＩＣＴ学習
○マーチング
○チビッ子サッカー
○地域子育て支援ミニ児童公園設置開放
○世代間交流事業
○一時預り（幼稚園型）

○一時預り保育（幼稚園型）平日・土曜・長期
○子育て支援　マミーズエンジェル（親子）
対象年齢　１歳半　月2回　5月開園予定
○延長保育
○リトミック教室
○英語教室

○子育て支援（幼稚園型2歳児クラス）
○放課後児童クラブ
○延長保育
○1号認定児長期休暇中保育
○小・中・高校生との交流
○老人福祉施設訪問・交流
○体操教室
○絵本貸出し
〇リトミック

放課後児童
クラブ概要

開所日

開所時間

利用料金

受入児童

送迎

特　別　保　育　等

の　実　施　状　況

（自主事業を含む）

○乳児保育

教育保育目標
 ○つよいこ（健全な心身の子）
 ○やさしいこ(人の立場が理解できる子）
 ○がんばるこ(精神力，意思の強い子）を育てます。

・ひとりひとりが，心身ともに健やかに発達するよう
十分にゆきとどいた環境の中で，日常生活に必要な基
本的な習慣や態度を養い,学習や遊び,生活を通して自
主・協調の社会的態度や豊かな情操と思考力の基礎，
また，道徳心の芽生えを養います。

教育保育目標
「思いやりのある自立できる子どもの育成」
・健康な精神と身体のげんきあふれる子ども。
・生命あるものを尊び，美しいものや嵩高なものに，
心を動かす子ども。
・互いに尊敬しあい，協力，助け合えるこども。
・誰に対しても思いやりの心を持ち，仲良く遊べる子
ども。
・何事にも意欲を持って関わり，目標に向かって頑張
りぬく，強い意思を持つ子ども。

教育保育目標
「ひとりひとりを大切に」
　愛されているかけがえのない存在としてその個性と人格を
ありのままに受けとめ尊重します。信頼関係を築く中で子ど
も自身が自分を信じ，自分らしい歩みをはじめることができ
るように共に育んでいきます。

「友だちっていいな」
友だちと遊ぶ中で子どもは他者との違いを知ります。経験を
とおし“共に生きる”ことを学びます。認め合い，力を合わ
せることの楽しさ，喜びを味わうまでの道筋を大切にしたい
と思います。

「知りたい，やってみたい」
　子どもが夢中になって生き生きと遊ぶことは，“生きる
力”に大いにつながります。工夫したり悩んだり，納得する
まで繰り返す中で思考力や想像力，そして“意志”が育まれ
ます。好奇心や探求心を大切に受けとめ子どもと共に心を動
かす保育をしていきたいと思います。

○保育内容で大切にしていること
＊主体的遊びを大切にする自由保育
＊おはなしや絵本の世界を大切に感じ取っていく保育。
＊リトミック，音楽の楽しさ美しさを感覚的に味わいのびの
び表現しながら感受性豊かに生き生きとした保育を展開。
＊自然の中で思い切り遊ぶ保育
　五感をたくさんかんじとり，季節の移り変わりを感じる豊
かな感性を育む。神さまの恵みに感謝する。

保　育　標　準　時　間

　保　育　短　時　間

入　所　可　能　年　齢

教育保育目標

教育保育目標

　心身ともに健康で豊かな心を持ち,自らたくましく
生きる力を身につけ、思いやりのあるコスモスの子を
育てる。
　
　いろいろなことに興味を持ち，大きな夢に向かって
努力する子を育てる。

〈園 訓〉
　ライオンのように強くたくましい心と体を持ち、コ
スモスの花のようにやさしく思いやりのある子ども。
　探究心にあふれ，科学する心のある子ども。

一　時　保　育

送　　　　　迎

開　所　時　間

事　業　所　名

所　　在　　地

電　話　番　号

施　設　長　名

定　　　　　員

～注意～

満３歳以上が利用可能となります


