
年齢区分

年齢区分

満3歳以上の子どもについて
編制する学級数

３学級

認定こども園の施設長の氏名 城市　泰紀

子育て支援事業

保育園が地域に根付いた施設として、子育ての知識や経験を提供しながら、子育て支援を行う。

１　子育て家庭の交流の場の提供
【園内】・「遊びにおいでよ」開催
　　　　 ・園開放の開催
　　　　 ・絵本貸出
【園外】・ベビーマッサージ講習
　　　　 ・子育て相談
２　地域の子育て支援関連情報の提供
３　一時預かり事業

利用定員

３歳以上 ０～２歳

保育を必要とする
子ども

３６名 ２４名

保育を必要とする
子ども以外の子ど

も
３名

施設の所在地 益田市須子町18番13号

設置者 社会福祉法人明星福祉会

代表者 理事長　城市　知幸

認定こども園明星保育園

認定こども園の名称 認定こども園明星保育園

認定こども園の種類 保育所型

認定年月日 平成27年4月1日

３６名 ２３名

益田市中島町ロ123番地2

合同会社まどころ

石橋　俊哉

１１名

２学級

石橋　俊哉

教育及び保育に直接従事する
職員数

ホームページアドレス

○在宅児交流及び支援事業（相談、一時預かりなど）
　子育て中の世帯に対し面談、電話等にて随時子育てに関する不安、疑問等を受け付け解決に向
け各 世帯へ支援を行う。
　子育て中の世帯が実子を突然の病気・通院、お年寄りの介護、育児のリフレッシュ等の理由など
で一時的に園にて預かる事業を行う。
○地域交流及び活動事業（園庭開放交流、子育て講座など）
　０歳から就園前の子どもとその保護者を対象に自由に集って交流を深める場を提供する。
　地域の子育て世帯等を対象に子育てに関する知識、考え方を学ぶ講座等を年間２回程度開催す
る事とする。
○放課後学童預かり事業（学童保育）
　子育て世代が安心して就労できる様に放課後及び長期休み時の学童保育事業を行う。

１５人

http://www.madokoro.com/

満3歳以上の子どもについて
編制する学級数

認定こども園の施設長の氏名

認定こども園　まどころナーサリースクール

認定こども園の種類

認定こども園の名称

認定年月日

３歳以上 ０～２歳

認定こども園　まどころナーサリースクール

地方裁量型

平成27年3月1日

施設の所在地

利用定員

子育て支援事業

設置者

代表者

保育を必要とする
子ども

保育を必要とする
子ども以外の子ど

も

http://www.madokoro.com/#


年齢区分

年齢区分

満3歳以上の子どもについて
編制する学級数

３学級

認定こども園の施設長の氏名 渡辺　理絵

代表者 理事長　山根　崇徳

保育する
子どもの数

３歳以上 ０～２歳

保育を必要とする
子ども

４８名 ４２名

保育を必要とする
子ども以外の子ど

も
６名

認定年月日 平成28年4月1日

施設の所在地 益田市水分町7-50

設置者 社会福祉法人暁ほほえみ福祉会

ホームページアドレス http://masudahikari.ed.jp/

吉田こども園

認定こども園の名称 吉田こども園

認定こども園の種類 保育所型

認定こども園の施設長の氏名 戸佐間　和子

子育て支援事業

○認定こども園在宅児交流支援事業（親子交流事業・相談事業）
○地域活動事業（地域交流会、講演会、情報提供等）
○一時保育
　急な用事で子どもを見ることが出来ない時、パート等定期的に週２、３日働きに出るというような時
に子どもを預かる。
○低学年児童受け入れ
○休日保育
　日曜・祭日がお仕事の時、急な用事で子どもを見ることが出来ない時に子どもを預かる。
○延長保育
　通常の保育開始時間・終了時間前後で保育が必要という時、保育時間を朝30分、夕方２時間延長
し子どもを預かる。
○障がい児保育
　障がいの無い子どもと同様に子どもを預かる。

教育及び保育に直接従事する
職員数

２１人

保育を必要とする
子ども以外の子ど

も
１５名

満3歳以上の子どもについて
編制する学級数

３学級

設置者 社会福祉法人暁ほほえみ福祉会

代表者 理事長　山根　崇徳

利用定員

３歳以上 ０～２歳

保育を必要とする
子ども

８０名 ４０名

認定こども園の種類 保育所型

認定年月日 平成27年4月1日

施設の所在地 益田市七尾町7番5号

教育及び保育に直接従事する
職員数

８人

ホームページアドレス http://www.iwami.or.jp/myojyo/

認定こども園　益田ひかり保育所

認定こども園の名称 認定こども園　益田ひかり保育所

http://masudahikari.ed.jp/#
http://www.iwami.or.jp/myojyo/#


年齢区分

認定こども園の種類 保育所型

認定年月日 平成30年4月1日

施設の所在地 益田市久城町1017-7

教育及び保育に直接従事する
職員数

１５人

ホームページアドレス http://kanda-hoikuen.jp/

認定こども園　原浜保育所

認定こども園の名称 認定こども園　原浜保育所

満3歳以上の子どもについて
編制する学級数 ３学級

認定こども園の施設長の氏名 塩満　恭子

子育て支援事業

○園開放（ひよこちゃんの日）
　施設内で行う園開放。園に親子で来てもらい、半日を園児と共に生活し、集団生活を体験してもら
う。また育児相談等も随時行う。
○育児相談（出前ひよこちゃんの日）
　地域の公民館に出向き、未就園の子ども達へ遊びの提供、及び保護者への育児相談等を行う。
○出産前の育児・子育て相談（たまごちゃんの日）
　マタニティの方を対象に、園へ遊びに来てもらい、乳幼児の姿を見たり、保育者の子どもへの関わ
りを見てもらい、出産前の育児不安の軽減につなげる。また子育て相談も行う。
○子育て講演会
　３歳児以上児・３歳児未満児に分け、各年齢に応じたテーマで講師を招き、発達に応じた関わりを
考える機会とする。
○卒園児を中心とした活動（げんきクラブ）
　卒園児を中心とし、園児と共に活動し、異年齢での関わりをもつ。
○遊び場提供
　小学生の放課後、休日の遊び場として提供。異年齢での関わりを持つ。
○中・高校生のボランティア受け入れ
　放課後、休日等を利用して受け入れる。乳幼児との関わりを通して自己肯定感を育むとともに子ど
もや子育てに興味をもってもらう。
○卒園児相談
　卒園後もいつでも気軽に子育ての相談ができる場とする。

利用定員

３歳以上 ０～２歳

保育を必要とする
子ども

２３名 １７名

保育を必要とする
子ども以外の子ど

も
１３名

施設の所在地 益田市神田町イ173

設置者 社会福祉法人西益田福祉会

代表者 理事長　杉原　寛臣

認定こども園　神田保育園

認定こども園の名称 認定こども園　神田保育園

認定こども園の種類 保育所型

認定年月日 平成29年4月1日

子育て支援事業

●ほほえみサロンの開催
　同年齢の園児と遊び、異年齢の子の遊びを見て学ぶ場を提供する。
　子育て中の親同士の交流の場を提供する。
　給食を提供し、離乳食や幼児食の形態や味とともに、基本食の大切さを伝える。
●見学の受け入れ
　子ども同士が関わる場、親が子育てについて学ぶ機会やリフレッシュの場を提供する。
●見学、実習、インターンシップの受け入れ
　中高生や短大・大学生等からの見学や実習、インターンシップを受け入れ、未来の保育者や親への育ちを
応援する。
●育児相談
　在園の有無を問わず、子育て中の親の相談に応じる。
　傾聴を心がけ、適切なアドバイスを行うとともに、必要に応じて専門機関と連携する。
●情報提供
　ホームページにこども園の状況を掲載し、子育てに役立つ情報、食に関する情報を掲載する。
　ほほえみサロン利用者等に「ほほえみつうしん」を郵送し、子育てに役立つ情報を届ける。
　「ほほえみつうしん」は子育て支援センターにも掲示する。
●その他
　一時保育事業の実施　等

教育及び保育に直接従事する
職員数

２２人

ホームページアドレス http://hohoemi-yoshida.com/

http://kanda-hoikuen.jp/#
http://hohoemi-yoshida.com/#


年齢区分

ホームページアドレス https://www.harahama-ho.com/

認定こども園の施設長の氏名 吉村　里恵

子育て支援事業

○なかよしひろば
　施設内で行う子育て支援。保育所に親子で来てもらい、半日を園児と過ごしたり、設定した遊びを
楽しんでもらう。また育児相談等も随時行う。
○なかよしひろば（園外）
　地域の集会所等に出向き、未就園の子ども達へ遊びの提供、及び保護者への育児相談等を行
う。
○子育て講演会
　各年齢に応じたテーマで講師を招き、発達に応じた関わりを考える機会とする。
○園庭開放
　未就園の親子を対象に、希望があればいつでも園庭で遊べる。
○中学生・高校生のボランティアの受け入れ
　放課後、休日等を利用して受け入れる。乳幼児との関わりを通して自己肯定感を育むとともに子ど
もや子育てに興味をもってもらう。
○卒園児相談
　卒園後もいつでも気軽に子育ての相談ができる場とする。

教育及び保育に直接従事する
職員数

２４人

保育を必要とする
子ども以外の子ど

も
６名

満3歳以上の子どもについて
編制する学級数

３学級

設置者 社会福祉法人原浜福祉会

代表者 理事長　吉村　昌明

利用定員

３歳以上 ０～２歳

保育を必要とする
子ども

８５名 ５５名

https://www.harahama-ho.com/#

