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園の概要 

・当園は八幡町内にあり、八幡城や吉田川、城下町の散策など八幡町の自然や文化に 

触れることのできる環境にあります。 

・裏山のログハウスなど自然の中での保育と専門講師による各種教室（スポーツ・ 

英会話・お抹茶）そして絵本・造形・音楽あそびなど様々な分野の体験を積極的に

取り入れ、子どもの興味・関心を深め、意欲を育てるための環境づくりを大切にし

ています。 

・０～３歳の小さなお子さんや延長保育を利用されるお子さんが多く、一人ひとりに 

細やかな配慮をし保育しています。 

・未就園児向けの子育て支援では、管理栄養士による手作りおやつ試食会、製作・ 

音楽・運動あそびなどを取り入れた子育てサロンを実施しています。 

保育目標 

 【明るく 正しく 仲よく】  

 ＊仏さまのお守りを信じていつも明るく 

 ＊規律ある生活を喜んでいつも正しく 

 ＊お互いに手をとりあっていつも仲よく 

開園時間 

 
［通常保育・延長保育］ 

 

 
 
 
［一時預かり］ 

 

 

主な行事 

［年間行事］ 春：入園式、家庭訪問、花まつり、春の遠足、移動動物園 

       夏：プール開き、川あそび、七夕まつり 

       秋：運動会、いもほり遠足、焼きいもパーティー 

       冬：造形展、クリスマス会、おもちつき、節分会、 

おゆうぎ会、卒園遠足、卒園式 

［定例行事］ お誕生会、スポーツ教室、英会話教室、お抹茶教室 

［健  康］ 身体測定、内科検診、歯科検診 

［安  全］ 避難訓練、交通安全教室、幼年消防クラブ 

［保護者会］ 保護者会総会･役員会、奉仕作業 

地域活動 ・地域の未就園児との交流（子育てサロン・園庭開放） 

・老人福祉施設や公共機関への訪問 

園指定の 

購 入 品 

・園服（森本衣料店）   ・制帽（カノウ洋品店） 

・個人用教材〈はさみ、のり、クレパス、粘土セット、自由画帳、製作帳、 

カラ―帽子、名札など〉 

各自での

準 備 品 

・通園バッグ、上履き、上履き入れ、手拭きタオル、着替え 

マスク、エプロン、三角巾、歯ブラシ、コップなど 

・午睡用 掛け布団、敷き布団、タオルケット（夏場）、毛布（冬場） 

その他の 

経 費 等 

・給食費 月 5,500 円（3 歳以上） ・バス代 月 2,000 円（バス利用者） 

・保護者会費 月 400 円            

・一時預かり利用料 半日 800 円（給食なし）、1 日 1,600 円（給食代含む） 

〒501-4217 

岐阜県郡上市八幡町尾崎町 417 番地 5 

TEL.0575-67-0291 

FAX.0575-67-0549 

URL http://www. jikyo.ed.jp 
☆ブログ「じきょう日誌」も掲載しています

☆ 

社会福祉法人 慈教会   

じ  きょう   

慈教保育園 

7:00    8:00                   18:00        19:00 

      19:00 早朝保育 通常保育（保育短時間は 16:00 まで） 延長保育 

一時的保育 
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園の概要 

・当園は、四季折々の自然に触れ、感動や発見を生む環境づくりと、主体性を発揮し、

意欲的に取り組み、遊びを通じて「自ら学ぶ力」を育みます。 

・広い園庭で体を十分に動かし、運動遊びや集団遊びを通して、丈夫な体づくりや仲

間づくりを大切にし「生活する力」を育みます。 

・保護者、地域、小学校、関係機関とのつながりを大切にし、「人とかかわる力」を育

みます。 

・地域の自然や文化に触れる園外活動を大切にし、「ふるさと」を愛する子を育てます。 

保育目標 

＊げんきで （いっぱい遊ぶ子）・・・明るく伸び伸びと行動できる子 

＊なかよく （やさしい子）・・・・・身近な人と親しみ、愛情や信頼感のもてる子 

＊たくましく（やってみようとする子）・・・自分で考え、工夫し、意欲的に取り組む

子 

開園時間 

 
［通常保育・延長保育］ 

 

 

 

 
                            
［一時預かり］                       

                              

主な行事 

［年間行事］ 春：入園式、春の遠足、保育参観、家庭訪問、祖父母交流会 

       夏：プール開き、夏まつり、保育参観 

       秋：運動会、秋の遠足、祖父母交流会、個別懇談、やきいも会 

       冬：クリスマス会、もちつき会、保育参観、豆まき、卒園式 

［定例行事］ お誕生会 

［健  康］ 身体測定、尿検査、内科・歯科検診、耳鼻科検診(年長児) 

［安  全］ 避難訓練（火災、地震、不審者、洪水など） 

交通安全教室、幼年消防クラブ 

［保護者会］ 総会、執行部会、役員会、ボランティア活動（資源回収、清掃活動等） 

地域活動 

・地域のお年寄りとの交流（野菜作り・収穫、もちつき・もち花作り） 

・小学校の児童との交流（大和地域幼保小連携による交流活動、園児による授業参観） 

・地域の未就園児との交流（子育てサロン開催、園庭開放） 

・老人福祉施設への訪問  

・地域の自然や文化に触れる（散歩・園外活動など） 

園指定の 

購 入 品 

・カラー帽子 ・防災頭巾 

・個人用教材(はさみ、のり、クレパス、粘土、粘土箱、道具箱、手提げ袋、自由画帳) 

・月刊絵本 月 300 円～450 円 

各自での

準 備 品 

・通園バッグ、上履き、上履き入れ、手拭きタオル、着替え、オムツ 

・弁当箱、箸、箸箱、水筒、マスク、エプロン、給食頭巾、歯ブラシ、コップ 

・午睡用掛け布団、敷き布団、タオルケット（夏場）(未満児・年少・年中対象) 

その他の 

経 費 等 

・主食費 月 300 円／副食費 月 3,700 円（年少以上児） 

・バス協力金 月 1,000 円（バス利用者） 

・傷害保険料 年間 年中児以下 210 円、年長児 170 円 

・保護者会費 月 350 円(第 2 子以降 200 円) ・教材費 月 500 円（年長児） 

・延長保育利用料 1 時間 100 円 ・卒園アルバム代・親子遠足費 実費（年長児） 

・一時預かり利用料 3 歳未満：半日 800 円、1 日 1,600 円、給食代 200 円 

          3 歳以上：半日 500 円、1 日 1,000 円、給食代 200 円 

〒501-4610 

岐阜県郡上市大和町島 5327 番地 

TEL.0575-88-2090 

FAX.0575-88-2087 

E-mail yamabikoen@city.gujo.lg.jp 

郡上市立幼児教育センター 

やまびこ園 

8:00               16:00 

一時預かり保育 

7:00    8:00                16:00        18:00 19:00 

（保育標準時間） 延長保育 

早朝保育 通常保育（保育短時間） 延長保育 
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園の概要 

・当園は白鳥町中心街より南へ約２．５㎞のところで，周囲を田に囲まれ，また近く

には山があるという自然豊かな場所に位置し，一日の生活を土や泥，砂や水，木片

や草花を使って「遊びこむ」という保育を行っています。 

・学区は大中小学校区ですが，近年は大和町や白鳥町内の入園が多くなっています。 

・当園には子育て支援センターがあり，月曜日から金曜日まで専任の職員によって子

育てをサポートしています。 

保育目標 

 

 

 

 

 
   コレデヨシ！     ジブンデ           デキタ！       コウシタイ 

 

開園時間 

  

                        

主な行事 

１ 年間行事（春）①入園式 ②保育参加（保護者が保育に参加） 

      （夏）①七夕祭り ②川遊び（川へ行きカニや魚をとる） 

      （秋）①運動会 ②来てみて遊ぼうよ（子どもが作った木の枝等の作品展） 

      （冬）①クリスマス会 ②もちつき ③そり遊び ④節分豆まき 

⑤ひなまつりパーティー（自分のやりたい役でオペレッタを演じます） 

⑥お別れ遠足（年長児だけ） ⑦卒園式 

２ 健  康 ①身体測定 ②内科・歯科検診 ③食育指導 

３ 安  全 ①避難訓練 ②交通安全教室  

４ 保護者会 ①奉仕活動 ②一日保育園体験（保護者が保育を体験） 

地域活動 
・小学校の児童との交流 

・地域の未就園児との交流（園舎・園庭開放） 

園指定の 

購 入 品 

連絡帳（158 円），帽子（垂れ有 1040 円）通園バッグ（473 円）お便りばさみ（460 円）      
※お下がり可 ※価格はＲ3 年度のもの 

各自での

準 備 品 

手拭きタオル，着替え（2~3 着分），絵本バッグ，弁当箱，水筒，マスク 

エプロン，給食頭巾，歯ブラシ，コップ，午睡用掛け布団・敷き布団，タオルケット 

その他の 

経 費 等 

①バス代  往復利用者（月 2,000 円）片道利用者（月 1,000 円） 

②副食費  月 3,800 円（３歳児以上） 

③月刊絵本代  月 440 円（年２回集金）       ※価格はＲ3 年度のもの 

④保護者会費  月 500 円，２人目は月 300 円 ３人目以降は 0 円（年２回集金） 

⑤一時預かり利用料  

3 歳未満：半日 800 円，1 日 1,600 円，給食代 100 円，おやつ 30 円 

  3 歳以上：半日 600 円，1 日 1,200 円，給食代 100 円，おやつ 30 円 

【短時間保育】  ８：００～１６：００ 

【標準時間保育】 ７：００～１８：００ 

【延長保育】  １８：００～１９：００ 

【一時預かり】  ９：００～１６：００ 

 ※時間外の保育には追加料金が必要です。   
・追加料金は１時間当たり１００円です。 

  ・一時預かりの場合は３０分で１００円です。 

〒501-5124 

岐阜県郡上市白鳥町大島 1859 

TEL.0575-82-5321 

FAX.0575-67-9144 

E-mail  ohnaka@tmt.ne.jp 

URL  https://oonakahoikuen.com/ 

社会福祉法人 瑞雲児童福祉会 

大中保育園 

遊びこむ 自分で決める 子どもがつくる 思うように表す 

意欲と社会性を伸ばし，生きることを楽しむ子どもを育てる
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園の概要 

・山懐にいだかれ、恵まれた自然環境のもと、一人一人の命の輝きを大切に、共に生

き共に育ち合う保育を目指して歩んでいます。 

・子育て支援センターに常時職員が勤務し、就園、未就園の区別なく、それぞれの保

護者の方を専門的な立場からサポートします 

保育目標 

『明るく、素直で、元気な子』 

自分を出し！ ― 自発的に身の回りの人や物に働きかけて遊べる子 

よく遊び！  ― 心身共にたくましく、よく遊ぶ子 

よく感じ！  ― 人や物との関わりの中で豊かに感動できる子 

よく笑い！  ― 自然を愛し、明るくのびのびとした心を持つ子 

友達と関わる！― 自然や他人を大切にして、お互いに協力し合える 

開園時間 

 
［通常保育・延長保育］ 

 

 

 
 
［一時預かり］ 

 

 

 

主な行事 

［年間行事］ 春：入園式、花祭り、春の遠足、家庭訪問、保育参観、芋の苗植え 

       夏：七夕会、人形劇、プール開き、お泊まり保育、夕涼み会 

       秋：運動会、区民運動会、秋の遠足、収穫祭 

       冬：クリスマス会、なわとび記録会、もちつき、そり乗り、作品展 

         発表会、お別れ遠足、卒園式 

［定例行事］ 英語教室、和太鼓、お誕生会、お楽しみ会、園外保育 

［健  康］ 身体測定、内科検診、歯科検診 

［安  全］ 避難訓練（地震、火災、不審者）、交通安全教室、幼年消防クラブ 

［保護者会］ 保護者会総会･役員会、親子クリーン活動、親子旅行 

地域活動 
・地域のお年寄りとの交流 ・福祉施設への訪問 ・小学校の児童との交流 

・地域の未就園児との交流（園庭、プール開放） 

園指定の 

購 入 品 

全員 

購入 

・シールあそび(2 歳未満児) 260 円 ・きりがみあそび(3 才児) 450 円 

・出席ノート／シール 650 円 ・お誕生会カード 370 円 

・名札 133 円 ・集金袋 120 円 

各自 

購入 

・通園バック ・カラー帽子 ・おたよりホルダー ・連絡帳 ・クレヨン 

・はさみ ・エースのり ・ねんど ・ねんど板 ・ねんどベラ・ケース 

・なわとび ・遊び着 ・思い出ファイル 

※各自必要と思われる用品を購入していただきます 

各自での

準 備 品 

・上履き ・手拭きタオル ・汚した時の着替え ・弁当箱 ・箸 ・箸箱 

・水筒 ・歯ブラシ ・コップ ・お昼寝用布団 

その他の 

経 費 等 

・給食費 月 4,500 円（３歳児以上） 

・バス代(距離により算出) ・延長保育おやつ代 50 円 

・一時預かり利用料 1 時間 200 円 給食代 100 円 

〒501-5116 

岐阜県郡上市白鳥町中西 860-1 

TEL.0575-84-1176 

FAX.0575-84-1221 

E-mail. madokahoikuen@gujo-tv.ne.jp 

URL 

http://www.gujo-tv.ne.jp/~entokuji/ 

社会福祉法人 円徳児童福祉会 

まどか保育園 

7:00    8:00                  18:00     19:00 

早朝保育 通常保育（保育短時間は 16:00 まで） 延長保育 

    8:00               16:00 

一時的保育 
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園の概要 

・当園は、地域に長滝神社、白山博物館等があり、素晴らしい自然と環境に恵まれて

います。地域の歴史や文化に触れ豊かな心を育む保育を行っています。 

・小規模園ならではの家庭的な雰囲気を大切にしています。異年齢児保育の中で思い

やりの心を育み、菜園活動などを通して食育の推進をし、健康な体作りをします。 

・ちびっこ学級（子育て支援サークル）や園庭解放を実施しており、未就園の保護者

の育児支援、親子仲間作りなどのサポートをしています。 

保育目標 

・優しく思いやりのある子 

・じょうぶな体で明るい子 

・友だちと一緒に元気に遊べる子 

開園時間 

 
［通常保育・延長保育］ 

 

 

 

 

［一時預かり］ 

8:00               16:00 

 

主な行事 

［年間行事］ 春：入園式 春の親子遠足 保育参観 家庭確認 

       夏：七夕会 プール開き 夏祭り 

       秋：運動会 秋の遠足 個別懇談 

       冬：もちつき会（祖父母参観）発表会 クリスマス会 豆まき  

お茶会 お別れ会 卒園式 

［定例行事］ お誕生日会 お散歩の日 図書館行き   

［健  康］ 身体測定 尿検査 内科検診 歯科検診 耳鼻科検診 

［安  全］ 避難訓練 交通安全教室 幼年消防クラブ 

［保護者会］ 保護者会総会 家庭教育学級（年 3回） 親子遠足 就園旅行 

地域活動 

・小学校の児童との交流 

・地域の未就園児との交流（ちびっこ学級 園庭開放） 

・老人福祉施設への訪問  

・地域の自然や文化にふれる 

園指定の 

購 入 品 

・出席ノート ・出席シール ・連絡帳 ・カラー帽子 ・おたよりケース 

・通園リュック ・バースデーブック ・氏名印 

・個人用教材〈はさみ、のり、クレパス、自由画帳〉 

各自での

準 備 品 

・手さげバック ・上靴 ・手拭きタオル ・汚した時の着替え 

・弁当箱 ・箸 ・箸箱 ・水筒 ・マスク ・エプロン ・三角巾 ・ナフキン 

・歯ブラシ、コップ ・午睡用布団 

その他の 

経 費 等 

・バス代 月 1,000円（バス利用者） ・副食費 月 3,700円（３歳児以上） 

・傷害保険料 年間 210円      ・主食費 300円 

・延長保育利用料 1時間 100円   ・保護者会費 月 500円 

・一時預かり利用料 3歳未満：半日 800円、1日 1,600円、給食代 200円 

          3歳以上：半日 500円、1日 1,000円、給食代 200円 

〒501-5104 

岐阜県郡上市白鳥町長滝 402-18 

TEL. 0575-85-2062 

FAX. 0575-85-2062 

E-mail hokunou-hoikuen@city.gujo.lg.jp 

郡上市立 

北濃保育園 

7:00    8:00                16:00        18:00 19:00 

早朝保育 通常保育（保育短時間） 延長保育 

（保育標準時間） 延長保育 

一時的保育 
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園の概要 

・豊かな自然環境の中で、四季を肌で感じることができる子に育ってほしいと願って 

保育を行っています。 

・小学校に併設され、高齢者支援センターも隣接していることから、小学生、地域の方々

との交流が深まっています。 

・近年都会からの移住世帯が増えていますが、地域全体が「いとしろは一つの家族」と

いう思いで、互いに助け合い、子ども達を温かく見守り、安心して子育てができます。 

・家庭的な雰囲気を大切にしながら、一人ひとりの個性や特性に添い心身共にたくまし

い子の育成をめざします。 

保育目標 ・思いやりのある子 ・自然の中で元気よく遊べる子 ・友達と仲良く遊べる子 

開園時間 

 
［通常保育・延長保育］ 
 
 

 

 

 

［一時預かり］ 

8:00               16:00 

主な行事 

［年間行事］ 春：入園式 春の遠足 保育参観 家庭訪問 

       夏：七夕まつり プール開き 流しそうめん あまごつかみ 

       秋：運動会 秋の遠足 文化祭（隔年） 芋煮会 

       冬：クリスマス会 もちつき 豆まき 雪のつどい お別れ会 卒園式 

［定例行事］ お誕生会 お散歩の日 移動図書行き    

［健  康］ 身体測定 尿検査 内科検診 歯科検診 耳鼻科検診 

［安  全］ 避難訓練 交通安全教室 幼年消防クラブ 

［保護者会］ 保護者会総会 親子研修旅行 

地域活動 

・小学校の児童との交流 

・地域との合同行事（運動会 敬老会 文化祭 雪の集い） 

・高齢者支援センターへの訪問や合同行事（七夕会・クリスマス会・ひなまつり会） 

・地域の未就園児との交流（つぼみ学級） 

園指定の 

購 入 品 

・出席ノート ・出席シール ・連絡帳 ・カラー帽子 ・バースデーブック  

・通園バック ・連絡帳入れ 

・個人用教材〈はさみ、のり、クレパス、粘土、自由画帳〉 

各自での

準 備 品 

・手さげバック ・上靴 ・手拭きタオル ・汚した時の着替え 

・箸 ・水筒  ・歯ブラシ、コップ ・午睡用布団 

その他の 

経 費 等 

・副食費 月 3,700円（３歳児以上）  ・傷害保険料 年間 210円  

・保護者会費 月 500円 

・延長保育利用料 1時間 100円 

・一時預かり利用料 3歳未満：半日 800円、1日 1,600円、給食代 200円 

          3歳以上：半日 500円、1日 1,000円、給食代 200円 

〒501-5231 

岐阜県郡上市白鳥町石徹白 39-18-1 

TEL. 0575-86-3076 

FAX. 0575-86-3076 

E-mail itoshiro-hoikuen@city.gujo.lg.jp 

郡上市立 

石徹白保育園 

7:00    8:00                16:00        18:00 19:00 

早朝保育 通常保育（保育短時間） 延長保育 

一時的保育 

（保育標準時間） 延長保育 
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園の概要 

本園は、郡上市北部に位置し、年間を通して四季折々の豊かな自然のなかで保育を行 

います。一人ひとりのお子さんの健やかな心と体の発達を願い、集団生活を通して、 

健康・安全などの基本的生活習慣を確立することや、発達段階にあった環境や援助の 

もと、様々な経験ができるよう努めています。 

また、地域の皆さんや小学校との連携を大切にし、共に子ども達を見守り保育にあた

っています。 

園舎に児童館も併設しており、乳児から児童、保護者のみなさんに集まっていただく

場とし、育児相談・親子仲間つくりなどのサポートをします。 

 

保育目標 

 

①みんな仲良くがんばる子 ②明るく元気に遊べる子 ③心豊かで優しい子 

開園時間 

 
［通常保育・延長保育］ 

 

 

 

 
 
［一時預かり］ 

 

  

 

主な行事 

［年間行事］ 春：入園式、春の遠足、保育参観、家庭訪問 

       夏：プール開き、夏祭り 

       秋：運動会、秋の遠足、個別懇談 

       冬：発表会、クリスマス会、もちつき会、お別れ会、卒園式 

［定例行事］ お誕生会、自然にタッチ 

［健  康］ 身体測定、尿検査、内科検診、歯科検診、耳鼻科検診（年長児） 

［安  全］ 避難訓練、交通安全教室、幼年消防クラブ 

［保護者会］ 保護者会総会、家庭教育学級、親子スキー教室、年長親子遠足 

地域活動 

・小学校の児童との交流 

・地域の未就園児との交流 

・老人福祉施設との交流 

園指定の 

購 入 品 

・出席ノート ・連絡帳 ・カラー帽子 ・お便りケース ・バースデーブック ・手提げバック 

・個人用教材（・はさみ ・のり ・クレパス ・粘土 ・自由画帳） 

各自での

準 備 品 

・通園バッグ ・上履き ・上履き入れ ・手拭きタオル 

・汚したときの着替え ・着替え袋 ・弁当箱 ・箸 ・箸箱 ・水筒 ・マスク  

・エプロン ・三角巾 ・歯ブラシ ・午睡用掛け布団、敷き布団、タオルケット 

その他の 

経 費 等 

・バス代 月 1,000円（バス利用者） ・副食費 月 3,700円（３歳児以上） 

・傷害保険料 年間 210円      ・保護者会費 月 400円 

・延長保育利用料 1時間 100円 

・一時預かり利用料 3歳未満：半日 800円、1日 1,600円、給食代 200円 

          3歳以上：半日 500円、1日 1,000円、給食代 200円 

〒501-5303 

岐阜県郡上市高鷲町大鷲 1570-2 

TEL.0575-72-5551 

FAX.0575-72-5552 

E-mail takasu-hoikuen@city.gujo.lg.jp 

郡上市立 

たかす保育園 

7:00    8:00                16:00    18:00  19:00 

早朝保育 通常保育（保育短時間） 延長保育 

   8:00               16:00 

一時的保育 

（保育標準時間） 延長保育 
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園の概要 

・当園は、郡上市の最北部にあり、ひるがの高原の雄大な自然の中で、四季を感じの

びのびと遊ぶことができる豊かな環境に恵まれた保育園です。 

・高鷲北小学校区からの入園がほとんどで、園児はもちろん保護者間のつながりや、

地域や小中学校との連携・交流を大切にしています。 

・児童館を併設しており、未就園親子の交流・支援のサポートとして、かっこうサロ

ン（子育てサロン）や園庭解放を実施しています。 

保育目標 

・ 友だちと一緒に元気いっぱい遊べる子 

・ 優しく思いやりのある子 

・ 力いっぱい頑張る子 

「身近な自然との触れ合いや主体的な遊びのための環境作りに努め、 

自信・思いやり・協調性などの人間力を育てる。」 

開園時間 

 
［通常保育・延長保育］ 

 

 

 
 
 
［一時預かり］ 

 

 

 

主な行事 

［年間行事］ 春：入園式、春の遠足、ふれあい運動会、家庭訪問 

       夏：泥んこ遊び、プール開き、夕涼み会 

       秋：秋の遠足、人形劇鑑賞、焼き芋会、個別懇談会、 

       冬：にこにこ参観、クリスマス会、餅つき（祖父母参観）、豆まき、 

お別れ会、卒園式 

［定例行事］ お誕生日会、なかよし集会、自然にタッチ、巡回図書 

［健  康］ 身体測定、尿検査、内科検診、歯科検診、耳鼻科検診 

［安  全］ 避難訓練、交通安全教室、幼年消防継承式 

［保護者会］ 保護者会総会･役員会、清掃活動、家庭教育学級、年長親子スキー 

教室、年長親子バス遠足 

地域活動 

・地域施設の利用（スキー場、公園、キャンプ場など） 

・小学校の児童との交流（高鷲北小学校との小保連携による交流活動） 

・地域の未就園児との交流（園庭開放）、地域の行事に参加 

園指定の 

購 入 品 

・個人用品（はさみ、のり、クレパス、粘土、自由画帳、出席ノート、連絡帳 

      カラー帽子、手提げバック、おたより袋） 

各自での

準 備 品 

・通園用かばん、上履き、上履き入れ、手拭きタオル、汚したときの着替え 

・弁当箱、箸、箸箱、水筒、歯ブラシ、コップ、マスク、エプロン 

・午睡用掛け布団・敷き布団、タオルケット（夏場） 

その他の 

経 費 等 

・副食費 月 3,700 円（３歳児以上） 

・バス代 月 1,000 円（バス利用者） ・傷害保険料 年間 210 円（保護者会負担）       

・保護者会費 月 400 円      ・写真代  １枚 30 円 

・延長保育利用料 １時間 100 円 

・一時預かり利用料 3 歳未満：半日 800 円、1 日 1,600 円、給食代 200 円 

          3 歳以上：半日 500 円、1 日 1,000 円、給食代 200 円 

〒501-5301 

岐阜県郡上市高鷲町ひるがの 4670-258 

TEL.0575-73-2037 

FAX.0575-73-2037 

E-mail takasukita-hoikuen@city.gujo.lg.jp 

 

郡上市立 

たかす北保育園 

7:00    8:00              16:00     18:00  19:00 

早朝保育 通常保育（保育短時間） 延長保育 

    8:00             16:00 

一時的保育 

（保育標準時間） 延長保育 
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園の概要 

・当園は郡上市南部、美並町にある唯一の園として、保育園部に未満児～年中児、幼稚園

部に年長児が在籍しています。 

・家庭や地域社会と繋がり、自然や文化、身近な人と触れ合う体験活動を大切に、幼児が

安心して夢中になって遊べる環境をとおして、豊かな心情、意欲、態度を育む保育を行

っています。 

・就園前の乳幼児親子を含む交流、支援のサポートとして子育てサロンを開設。 

・当園に入園していないお子さんを一時預かり事業で支援しています。 

保育目標 

考える子 やさしい子 たくましい子 

・自分の思いが表現できる子 ・友だちと仲よくする子 ・自分のことが自分でできる子 

・意欲的に取り組める子   ・思いやりの心がもてる子 ・最後までやりとおす子 

✿『心豊かに、たくましく生きる子の育成』を目指します！ 

開園時間 

 
［通常保育・延長保育］ 

 

 

 
 
 
［一時預かり］ 

 

 

 

主な行事 

［年間行事］ 春：入園式、春の遠足、保育参観、親子遊びの会 

       夏：七夕会、プール開き、夏まつり 

       秋：祖父母参観、運動会、秋の遠足、焼きいも会 

       冬：おたのしみ会、もちつき、のびっこ参観、節分、ひな祭り、お抹茶会、

ワクワク体探検、卒園式 

［定例行事］ 誕生会、素話の会（年長）絵本貸し出し(年中･年長)、子育て相談、 

園庭開放, 

［健  康］ 身体測定･清潔検査、尿検査、内科検診、歯科検診、耳鼻科検診(年長児) 

［安  全］ 命を守る練習(火災･地震･不審者対応）、交通安全教室、幼年消防継承式 

［P T A］ PTA 総会･役員会、家庭教育学級、奉仕作業、ボランティア活動 

地域活動 

・地域の自然や文化に触れる（粥川祭礼見学、ぼたん園見学、釜ヶ滝見学、お茶摘み体験、

郡上踊り教室、朴葉捕り、等） 

・地域の方との交流（絵本の読み聞かせボランティア） 

・地域の小中学校の児童との交流 ・地域の未就園児との交流(園庭･サロン室開放) 

・老人福祉施設への訪問（美並デイサービス・ヴィラふくべ訪問） 

園指定の 

購 入 品 

・個人用用品・教材(出席ノート、シール、お便り帳、名札、カラー帽子、防災頭巾、粘土、

はさみ、のり、クレパス、自由画帳他)  ・月刊絵本(未満児・年少児のみ) 

各自での

準 備 品 

・上履き、着替え用衣服、手さげ袋(上履き用・着替え衣服用、絵本用) 

お手拭きタオル、弁当箱、箸(またはスプーン･フォーク)、箸箱、ふきん、給食袋、水筒、

マスク、コップ、歯ブラシ、雑巾、エプロン・三角巾(年中・年長児) 

・午睡用掛け布団(夏季はタオルケット)、敷き布団 

その他の 

経 費 等 

・主食費 月 300 円／副食費 月 3,700 円（年少児以上） 

・バス代 月 1,000 円（バス利用者）  

・ＰＴＡ会費 月 300 円(第 2 子以降 200 円) 

・傷害保険料 年中児以下：年間 210 円、年長児：年間 170 円 

・延長保育利用料 1 時間 100 円 

・一時預かり利用料 3 歳未満：半日 800 円、1 日 1,600 円、給食代 200 円 

          3 歳以上：半日 500 円、1 日 1,000 円、給食代 200 円 

〒501-4106 

岐阜県郡上市美並町白山 1271 番地 

TEL.0575-79-2147 

FAX.0575-79-3759 

E-mail minamien@city.gujo.lg.jp 

 

7:00    8:00               16:00   18:00   19:00 

早朝保育 延長保育 

    8:00               16:00 

    通常保育（保育短時間）          

一時的保育 

郡上市立幼児教育センター 

みなみ園 

（保育標準時間） 延長保育  
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園の概要 

・当園は、郡上市の北東に位置し、山に囲まれ、四季折々の豊かな自然環境の中にあ

り、五感を通して遊ぶ機会を大事にしています。 

・地域にはスキー場・ハム工場・ケチャップ工場など産業施設や歴史民俗資料館があ

り、地場産業や文化・伝統に触れることで、地域や人にやさしい心を育んでいます。 

・定員 60 名の少人数の園で明宝地域一園一校という環境のため、小中学生との交流

などもあり、保小中の連携を深めています。 

・様々なボランティアの参加協力や地域の方から採れた野菜やお花を頂く等、地域の

方々から愛され、守られながら園生活を過ごしています。 

・子育て支援サークルを行い、未就園児の保護者の育児支援を行っています。 

保育目標 
 考える子   やさしい子   たくましい子 

～子どもが主役！ 楽しいこと 面白いこと やりたいこと いっぱい！～ 

開園時間 

 
［通常保育・延長保育］ 

 

 

 
 
 

［一時預かり］ 

 

 

 

主な行事 

［年間行事］ 春：入園式、春の遠足、家庭訪問、保育参観、こどもまつり 

       夏：人形劇鑑賞、七夕会、プール開き、親子夏祭り 

       秋：運動会、秋の遠足、焼き芋会、わくわく体探検、個別懇談 

       冬：クリスマス会、もちつき会、節分、発表会、ひな祭り、卒園式 

［定例行事］ 誕生会、園外保育、おにぎりデー、クッキングデー、お抹茶会 

［健  康］ 身体測定、尿検査、内科検診、歯科検診、耳鼻科検診（年長） 

［安  全］ 命を守る訓練、交通安全教室、幼年消防クラブ 

［支    援］ 子育て相談(毎月)、家庭訪問、個別懇談、家庭教育学級 

［保護者会］ 保護者会総会･役員会、奉仕作業、家庭教育学級、親子卒園旅行（年長） 

地域活動 

・地域の人との交流（芝桜見学・夏祭り・魚つかみ体験・運動会・絵本の読み聞かせ） 

・小学生・中学生との交流（園訪問・ボランティア・さつま芋掘りなど） 

・地域の未就園児との交流（園庭開放） 

・デイサービスへの訪問〈年中児〉 

園指定の 

購 入 品 

・個人用教材〈はさみ、のり、クレパス、マーカー、粘土、粘土板、自由画帳、お道

具箱、カラー帽子、シール帳面、連絡帳、氏名印、おたより袋〉 

各自での

準 備 品 

・通園バッグ、上履き、上履き入れ、手拭きタオル、汚したときの着替え用衣服 

・弁当箱、箸、箸箱、水筒、マスク、歯ブラシ、コップ 

・午睡用 掛け布団、敷き布団、タオルケット（夏季） 

その他の 

経 費 等 

・バス代 月 1,000 円（バス利用者） ・保護者会費 月 500 円 

・主食代 月 100 円 ／副食費 月 3,700 円（３歳児以上）  

・傷害保険料 年間 210 円 ・延長保育利用料 1 時間 100 円        

・一時預かり利用料 3 歳未満：半日 800 円、1 日 1,600 円、給食代 200 円 

          3 歳以上：半日 500 円、1 日 1,000 円、給食代 200 円 

〒501-4306 

岐阜県郡上市明宝畑佐 192-13 

TEL.0575-87-2008 

FAX.0575-87-2338 

E-mail meihou-hoikuen@city.gujo.lg.jp 

郡上市立 

明宝保育園 

7:00    8:00              16:00   18:00   19:00 

早朝保育 通常保育（保育短時間） 延長保育 

8:00              16:00 

一時的保育 

（保育標準時間） 延長保育 



 
－１１－ 

 

園の概要 

・当園は、郡上市明宝地区の東、のどかな山間部にあり四季折々の豊かな自然の中に

あります。園外保育に出かけ山や川など自然の中で五感を通して遊ぶ機会を大事に

しています。小川地域は一校一園で、保育園は小学校の中に在ります。そのため小

学生との交流が多く、地区・小学校の運動会などの行事にも参加しています。 

・小川小学校の花壇作り、合唱、一輪車の活動を間近で興味深く見ているので、就学

後には意欲的に取り組む姿が見られます。小・中学生との交流なども多くあり、保

小中の連携を深めています。 

・少人数の園であるので、明宝保育園との交流保育を実施しています。運動会をはじ

め他の行事も合同で行うことも多くあります。 

保育目標 
  考える子  やさしい子  たくましい子 

～子どもが主役！ 楽しいこと 面白いこと やりたいこと いっぱい！～ 

開園時間 

 
［通常保育・延長保育］ 

 

 

 
 

 

［一時預かり］ 

 

 

 

主な行事 

［年間行事］ 春：入園式、春の遠足、家庭訪問、子どもの日、親子クッキング 

       夏：七夕会、プール開き、夏祭り、人形劇鑑賞 

       秋：運動会、秋の遠足、個別懇談会、発表会、焼き芋、七五三 

       冬：クリスマス、もちつき、豆まき、ひなまつり、お別れ会、卒園式 

［定例行事］ お誕生会、園外保育、お抹茶会 

［健  康］ 発育測定、尿検査、内科検診、歯科検診、耳鼻科検診（年長） 

［安  全］ 命を守る訓練、交通安全教室、幼年消防クラブ 

［保護者会］ 保護者会総会、奉仕作業、家庭教育学級、親子卒園旅行（年長） 

地域活動 

・地域の方との交流（夏祭り、合同運動会、もちつき、絵本の読み聞かせ） 

・小学生・中学生との交流（合同運動会、学校行事への参加（田植え・稲刈りなど）） 

・地域の未就園児との交流（園庭開放） 

園指定の 

購 入 品 

・個人用教材〈はさみ、のり、クレパス、マーカー、粘土、粘土板、自由画帳、お道

具箱、カラー帽子、シール帳面、連絡帳、氏名印、おたより袋〉 

各自での

準 備 品 

・通園バッグ、上履き、上履き入れ、手拭きタオル、汚したときの着替え 

・弁当箱、箸、箸箱、水筒、マスク、歯ブラシ、コップ 

・午睡用 掛け布団、敷き布団、タオルケット（夏季） 

その他の 

経 費 等 

・主食代 月 100 円／副食費 月 3,700 円（3 歳児以上） 

・傷害保険料 年間 210 円・保護者会費 月 500 円 ・写真代  1 枚 30 円    

・延長保育利用料 1 時間 100 円       

・一時預かり利用料 3 歳未満：半日 800 円、1 日 1,600 円、給食代 200 円 

          3 歳以上：半日 500 円、1 日 1,000 円、給食代 200 円 

〒501-4305 

岐阜県郡上市明宝小川 632 

TEL.0575-87-2870 

E-mail ogawa-hoikuen@city.gujo.lg.jp 

郡上市立 

小川保育園 

7:00    8:00              16:00   18:00   19:00 

早朝保育 通常保育（保育短時間） 延長保育 

8:00              16:00 

一時的保育 

（保育標準時間） 延長保育 



 
－１２－ 

 

園の概要 

・当園は、山林や田畑に囲まれ、近くには和良川が流れる豊かな自然環境にあります。 

公園、図書館、小学校などの施設が徒歩圏内にあり、地域の人々や文化などのふれ

あいを通して豊かな心情・意欲を育むことを大切にしています。 

・健康で安全に過ごすために必要な生活習慣の確立や、異年齢交流、菜園活動など様

な体験活動ができるように努めています。 

・わら児童館を併設し在園、未就園の区別なく、それぞれの乳幼児親子や小学生を専

門的な立場からサポートします。 

保育目標 
『きらきら笑顔輝き、いきいき活動する子』 

・考える子  ・たくましい子  ・やさしい子 

開園時間 

 
［通常保育・延長保育］ 

 

 

 

 

［一時預かり］ 

 

 

 

主な行事 

［年間行事］ 春：入園式、お花見、こどもまつり、保育参観 

       夏：七夕まつり、プール開き、親子ふれあい夏祭り 

       秋：運動会、遠足、芋掘り、焼き芋会、祖父母とのふれあい遊び 

       冬：クリスマス会、もちつき、節分、生活発表会、ひな祭り、卒園式 

［定例行事］ 誕生会、園外保育、クッキングデー、おにぎりデー 

［健  康］ 発育測定、尿検査、内科・歯科検診、耳鼻科検診、わくわく体探検 

［安  全］ 命を守る訓練、交通安全教室、幼年消防クラブ 

［支  援］ 子育て相談日（毎月）､家庭訪問､個別懇談（年１回） 

［保護者会］ 保護者会総会･役員会、奉仕活動、家庭教育学級 

地域活動 

・地域行事に参加（和良鮎まつり）・交通安全街頭活動 

・実習生、勤労体験、ボランティア、インターシップの受け入れと交流 

・小中学校の児童、生徒との交流 ・福祉施設訪問 

・地域の未就園児や児童館利用児との交流（園庭開放）や地域の方々との交流 

・図書館訪問（絵本借り） 

園指定の 

購 入 品 

・個人用品〔はさみ、クレパス、マーカー、粘土、粘土板、自由画帳、カラー帽子、

道具箱、シール帳面、連絡帳、通園バック、集金袋〕 

各自での

準 備 品 

・上履き、上履き入れ、手拭きタオル、着替え、着替え袋、弁当箱、箸、箸箱、雑巾

マスク、エプロン、三角巾、歯ブラシ、コップ、布巾、午睡用布団、タオルケット 

その他の 

経 費 等 

・主食費 月 300 円／副食費 月 3,700 円（３歳児以上） 

・バス代 月 1,000 円（バス利用者） 

・傷害保険料 年間 210 円     ・保護者会費（家庭教育学級費含）月 500 円 

・延長保育利用料 1 時間 100 円 

・一時預かり利用料 ３歳未満：半日 800 円､１日 1,600 円､給食代 210 円（主食込） 

          ３歳以上：半日 500 円､１日 1,000 円､給食代 200 円 

〒501-4507 

岐阜県郡上市和良町宮地 397-10 

TEL.0575-77-2129 

FAX.0575-77-2149 

E-mail wara-hoikuen@city.gujo.lg.jp 

 

郡上市立 

和良保育園 

7:00    8:00                16:00        18:00 19:00 

早朝保育 通常保育（保育短時間） 延長保育 

    8:00               16:00 

一時的保育 

（保育標準時間） 延長保育 



 

－１３－ 

 

園の概要 

・当園は、郡上市八幡町南部の小高い丘の上にあり、どんぐりの木など四季折々の豊かな自然が

いっぱいです。その恵まれた自然環境を最大限に活かし、子どもたちが主体的に遊べる保育｢の

びのび保育｣を行っています。 

・ホールに仏様を安置し、毎月の礼拝の日（ののさまの日）、はなまつり、こども報恩講などの仏

教保育を通して感謝の心、優しい心を育む保育を行っています。 

・子育て支援センター（プチプチクラブ）を併設しており、それぞれの保護者の方を専門的な立

場からサポートします。 

保育目標 

『家庭的な保育環境のなかで、一人ひとりの個性、特性に目を向け、 

時間と愛情をかけながら、のびのびとおおらかな保育を実践します。』 
 
★ともだちと仲良く遊べる子 ★健康で心の豊かな子 ★意欲をもってとりくむ子 

開園時間 

 
［通常保育・延長保育］ 

 

 

 
 
 

 

［一時預かり］ 

 

 

 

主な行事 

［年間行事］ 春：入園式、花まつり、春の遠足、保育参観 

        夏：七夕、川遊び、夏まつり、お泊まり保育 

       秋：運動会、秋の遠足、こども報恩講、収穫祭、卒園旅行、保育参観 

       冬：クリスマス会、おもちつき、節分、保育発表会、お店屋さん、卒園式 

［定例行事］ 礼拝の日（ののさまの日）、お誕生会、園外保育 

［教  室］ リトミック、体操、サッカー、英語、茶道 

［健  康］ 身体測定、内科検診、歯科検診 

［安  全］ 避難訓練、交通安全教室、幼年消防クラブ、いのちをつなぐ訓練 

［保護者会］ 保護者会（育友会）総会、家庭教育学級、園内環境整備 

地域活動 

・地域のお年寄りとの交流（運動会、収穫祭） 

・小学校児童、中学校生徒、高校生徒との交流 

・地域の未就園児との交流（子育てサロン、園庭開放） 

・老人福祉施設への訪問交流 

園指定の 

購 入 品 

（価格変動により増減することがあります。） 

全 園 児 →・カラー帽子 950 円・お便りばさみ 350 円・連絡帳 250 円・出席ノート 680 円 

３歳児以上 →・個人用教材〈クレパス、自由画帳など〉870 円 

各自での 

準 備 品 

・上履き、上履き入れ、手拭きタオル、汚したときの着替え 

・箸、箸箱、水筒、マスク、エプロン、歯ブラシ、コップ 

・午睡用の掛け布団、敷き布団、タオルケット（夏場） 

その他の 

経 費 等 

・給食費（主食代、副食材料代）… 月 5,500 円〈３歳児以上〉 

・バス代……………………………… 月 2,000 円〈往復利用者〉／月 1,000 円〈片道利用者〉 
・保護者会費………………………… 月 350 円 ・延長保育利用料……100 円／1 時間 

・一時預かり利用料………………… １時間: 200 円／給食、おやつ: 200 円 

8:00                          16:00 

7:00      8:00                                      18:00     19:00 

早朝保育 2・3 号認定《保育標準時間（11 時間以内）》 延長保育 

一時預かり保育 

7:00      8:00                         16:00    18:00 

早朝保育 1 号認定、2・3 号認定《保育短時間（8 時間以内）》 延長保育 



－１４－ 

  

 

園の概要 

・当園は、八幡町川合小学校の南に隣接し、自然環境も良く「水と光と風」をコンセプトに

した施設です。園舎は平成２３年４月に新築し、子どもたちが健やかに育つ保育環境を提

供しています。 

・本園は岐阜県認定の保育所型認定こども園です。 

・園児は 0 才から 6 才までおり、八幡全域と大和町、白鳥町から通園しています。 

・子育て支援をしており、就園・未就園の区別なく、それぞれの保護者の方を専門的な立

場からサポートします。 

保育目標 

  《心豊かでたくましい子》   《感謝のできる子》 

本園は仏教園です。浄土真宗のみ教えの下、宗教的情操を大切にこころの教育をし、 

心豊かで思いやりのある子どもを育てます。 

 子どもたちが自分の考えや意見をその年齢なりに持ち、楽しく遊べることを大切にして

います。また、その年齢に応じたいろいろな活動を楽しく経験する中で、その活動に自分

から関わり集中して取り組んでいくことや、表現活動を大切にした保育も行っています。 

開園時間 

［標準時間保育・延長保育］   有償 

 

 

 
 
 
［短時間保育・延長保育］     有償（同上） 

7:00     8:00                16:00       19:00  

 

 

主な行事 

［年間行事］ 春：入園式、春の遠足、保育参観 

       夏：七夕会、プール開き、デイキャンプ 

       秋：敬老の集い、運動会、秋の遠足、卒園旅行、作品展 

       冬：もちつき大会、お楽しみ会、発表会、保育参観、卒園式 

［定例行事］ お誕生会、園外保育、おちゃんこ教室、サッカー教室（専門講師） 

体育教室（専門講師）、運動あそび教室（専門講師） 

スイミング教室(6 月～10 月 専門講師)、英語あそび（外国人講師） 

［健  康］ 身体測定、尿検査、内科検診、歯科検診 

［安  全］ 避難訓練、交通安全教室、幼年消防クラブ 

［保護者会］ 保護者会役員会 

地域活動 
・地域のお年寄りとの交流・老人福祉施設への訪問 

・小学校の児童との交流（幼保小連携協議会） ・地域の未就園児との交流（園開放） 

園指定の 

購 入 品 

・園服 （森本衣料店）   ・通園帽子・体操服・カラー帽子 （保育業者） 

・個人用教材〈はさみ、のり、パス、粘土等〉（保育業者） 

各自での

準 備 品 

・通園バッグ、通園靴、上履き、上履き入れ、手拭きタオル 

・フォーク、はし、スプーン（3 才以上児のみ）、水筒、歯ブラシ、コップ 

・午睡用掛け布団、敷き布団（3 才未満児、3 歳児は 1 学期のみ） 

その他の 

経 費 等 

・保育料 年少組以上無償、 未満児（市の規定によります）  

・給食費 月額 5,500 円（年少組以上）ただし、副食費が無償になる方は主食費が必要です。 

・バス代 月額 2,160 円（バス利用者） 

・保護者会費 月額 350 円        ・延長、早朝保育利用料    有償 

・一時預かり利用料    

Ａ 9:00～11:00  （おやつ付）  800 円 Ｂ  9:00～12:30（給食、おやつ付）1,200 円 

Ｃ 13:00～16:00  （おやつ付）1,000 円 Ｄ  9:00～16:00（給食、おやつ付）1,800 円 

                      （0 歳児は相談の上、お預かりします） 

〒501-4232 

岐阜県郡上市八幡町初音 1070 

TEL.0575-65-3210 

FAX.0575-65-5057 

E-mail  myokomail1@gmail.com 

URL  妙高こども園で検索 

社会福祉法人 翠峰福祉協会 

妙高保育園 

7:00（要相談）7:30     8:00           18:30    19:00 

早朝保育             通常保育 延長保育 

通常保育 

妙高こども園 

延長保育 

 

 

 

早朝保育 

早朝保育 
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園の概要 

・当園は、八幡町川合小学校の南に隣接し、自然環境も良く「水と光と風」をコンセプトに

した施設です。園舎は平成２３年４月に新築し、子どもたちが健やかに育つ保育環境を提

供しています。 

・本園は岐阜県認定の幼稚園型認定こども園です。 

・園児は 3 才から 6 才までおり、八幡全域と大和町から通園しています。 

・子育て支援をしており、就園・未就園の区別なく、それぞれの保護者の方を専門的な立

場からサポートします。 

保育目標 

  《心豊かでたくましい子》   《感謝のできる子》 

本園は仏教園です。浄土真宗のみ教えの下、宗教的情操を大切にこころの教育をし、 

心豊かで思いやりのある子どもを育てます。 

 子どもたちが自分の考えや意見をその年齢なりに持ち、楽しく遊べることを大切にして

います。また、その年齢に応じたいろいろな活動を楽しく経験する中で、その活動に自分

から関わり集中して取り組んでいくことや、表現活動を大切にした保育も行っています。 

開園時間 

［通常保育・預かり保育］ 

 

                                     
                                
                        

          有償（就労等の保育の必要性の認定がされれば、市の規定により 

無償になります。） 

主な行事 

［年間行事］ 春：入園式、春の遠足、保育参観 

       夏：七夕会、プール開き、デイキャンプ 

       秋：敬老の集い、運動会、秋の遠足、卒園旅行 

       冬：もちつき大会、お楽しみ会、発表会、保育参観、卒園式 

［定例行事］ お誕生会、おちゃんこ教室、サッカー教室（専門講師） 

体育教室（専門講師）、運動あそび教室（専門講師）、ICT 教室（専門講師） 

スイミング教室(6 月～10 月 専門講師) 

英語あそび（外国人講師）、園外保育 

［健  康］ 身体測定、尿検査、内科検診、歯科検診 

［安  全］ 避難訓練、交通安全教室、幼年消防クラブ 

［保護者会］ 保護者会役員会 

地域活動 
・地域のお年寄りとの交流・老人福祉施設への訪問 

・小学校の児童との交流（幼保小連携協議会） 

・地域の未就園児との交流（園開放） 

園指定の 

購 入 品 

・園服 （森本衣料店）   ・通園帽子・体操服・カラー帽子 （保育業者） 

・個人用教材〈はさみ、のり、パス、粘土等〉（保育業者） 

各自での

準 備 品 

・通園バッグ、通園靴、上履き、上履き入れ、手拭きタオル 

・フォーク、はし、スプーン、水筒、歯ブラシ、コップ 

・午睡用掛け布団、敷き布団（3 才児は１学期のみ） 

その他の 

経 費 等 

・保育料 無償（満 3 歳児での入園者も対象になります） 

・給食費  月額   5,500 円 ただし、副食費が無償になる方は主食費が必要です 

・預かり保育（17 時まで）17 時以降は要相談     有償（要件により無償） 

・バス代    月額   2,160 円（バス利用者）           

・保護者会費 月額  350 円 

・課外教室（英語教室、音楽教室、体育教室）を行っております。 

 

〒501-4232 

岐阜県郡上市八幡町初音 1070 

TEL.0575-65-3210 

FAX.0575-65-5057 

E-mail  myokomail1@gmail.com 

URL  妙高こども園で検索 

学校法人 妙高学園 

妙高幼稚園 

8:00     10:00       14:00    16:00    17:00  18:00 

早

朝

保

育 

通常保育  預かり保育 

妙高こども園 

預かり保育 預かり保育

育 
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園の概要 

遊びもある 学びもある（大切なお子様のかけがえのない幼少期のために） 

園に通う子どもたちが王子様、お姫様のように明るく強い人へと成長していくよ

う、心をこめた養護、教育を実施してまいります。 

保育目標 

■明るく強い子 

◇仲良くあそぶ子〈協調性を養う〉 

◇よく考え最後までがんばる子〈創造力、忍耐力を育む〉 

◇健康でひとり立ちできる子〈自主性を持たせる〉 

開園時間 

 
《通常保育（月～金）》※土曜日の保育時間は、８:00～16:00〈但し 1 号認定は除く〉 
 

 

 

 

7:30  8:30                   16:30  18:00 

 
 
 
 
《一時預かり》 

 

 

 

主な行事 

［年間行事］ 春：花まつり、春の遠足、子どもの森づくり運動 

       夏：七夕まつり、夕涼み会、ひまわりの日 

       秋：秋の遠足、運動会、修園旅行、ハロウィンパーティー、マラソン大会 

       冬：お楽しみ会、おもちつき、節分、保育発表会、ひなまつり、お別れ会 

［定例行事］ わいわいデー、運動あそび（ダンス体験） 

［健  康］ 身体測定、内科検診、歯科検診 

［安  全］ 交通安全指導、避難訓練、幼年消防クラブ 

［保護者会］ 父母の会総会、園内環境整備 

地域活動 

・小学校の児童との交流（地域幼保小連携協議会） 

・地域の未就園児との交流（園庭解放、子育てサークル） 

・老人福祉施設への訪問（鼓隊公演、交流会） 

園指定の 

購 入 品 

（価格変動により、多少の増減が有ることもあります。） 

・制服 3,600 円・カラー帽子 940 円・冬用制帽 800 円・スモッグ 1,400 円 

・体操服（上着）1,450円（ズボン）1,150円 

・個人用教材〈新入園児〉2,700 円〈進級児〉950 円 

各自での

準 備 品 

・通園かばん・手さげ袋・連絡ノート・手拭きタオル・着替え袋（着替え） 

・給食セット・歯ブラシ・BOX ティッシュ・上履き、上履き袋・ぞうきん 

・お昼寝セット（３歳未満児）・おむつセット（必要なお子様） 

その他の 

経 費 等 

・給食費 5,300円／月（3 歳以上児）・バス代 1,800 円／月（兄弟姉妹割引あり） 

・父母の会会費 400 円／月・延長保育利用料 100 円／30分 

・ぴよぴよ（一時預かり）保育利用料 200～350 円／時、給食代 160 円、おやつ代 50 円 

園独自の入園 

説明・相談会 

令和３年 10 月６日（水）10：30～11：30 浄心こどもの城にて 
 ※次年度の入園についての説明会（相談会）を行います。 

〒501-5122 

郡上市白鳥町為真 201-185 

TEL. 82-3081／ FAX. 82-3084 

E-mail joshin@gujo-tv.ne.jp 
ＨＰ  「浄心こどもの城」で検索！ 

       ↑  ↑  ↑ 

子どもたちの園での姿をブログで紹介！  

 

認定こども園 

浄心こどもの城 
《認定こども園とは保育園と幼稚園の一体型施設です。》 

 

 

7:00  8:00                          18:00 19:00 

早朝保育 ２・3号認定≪保育標準時間（11 時間以内）≫ 延長保育 

    ９:00                  16:00 

一時預かり保育 

早朝保育 1 号認定、２・3号認定≪保育短時間（8 時間以内）≫ 

保育短時間認定（８時間以内） 

延長保育 



学校法人 白鳥学園 
幼保連携型認定こども園 

白鳥こども園 
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園の概要 

・当園は,教育基本法並びに学校教育法に基づき幼児の発達に応じ、幼児を良い環境の中にお

いて教育的な集団生活を通じて、おもいやりのある、やさしい人に育っていくよう、その礎となるこ

とを目標とする園です。 

・白鳥の自然を愛し、環境にやさしい園づくりを心掛けています。 

・よい絵本と出合い豊かな心と創造性を培えるよう、毎日絵本の読み聞かせを行っています。 

園目標 

 心豊かなたくましい子  

・丈夫な体で元気な子     ・おもいやりのある子 

・絵本に親しむ子        ・のびのびと表現できる子 

開園時間 

 

［通常保育(月～金)］※土曜日は 8:00～16:00 

8:00   10:00                  14:00         18:00 
 
 
7:00     8:00                                                  18:00   19:00 
 
 
 
       8:00                                           16:00   18:00 

 
 

［一時預かり(月～金)］ 9:00～15:30 ※時間はご相談下さい 

主な行事 

［年間行事］ 春：入園式、花まつり、春の遠足、ふれあい参観 

          夏：七夕まつり、プール開き、夏祭り、お泊り保育(年長) 

          秋：運動会、お月見会、秋の遠足、保育参観、修園旅行(年長) 

          冬：クリスマス会、もちつきっこ会、豆っこずもう、初釜、保育参観発表会、ソリすべり、お別れ会、卒園式 

［定例行事］ 園外保育、ハローキッズ(英語)、リトミック、体操 

［健  康］ 身体測定、内科検診、歯科検診 

［安  全］ 避難訓練、交通安全教室、幼年消防クラブ 

［保護者会］ 保護者会総会･役員会、家庭教育学級 

地域活動 

・地域のお年寄りとの交流 

・小学生、中学生、高校生との交流 

・地域の未就園児との交流（園庭解放） 

・老人福祉施設への訪問 

園指定の 

購 入 品 

・カラー帽子 ・通園リュック ・体操服  

・個人用教材〈おたよりばさみ、お道具箱、はさみ、のり、クレパス、サインペン、粘土、自由画帳〉 

各自での

準 備 品 

・上履き、上履き入れ、手拭きタオル、汚したときの着替え 

・給食セット、水筒、エプロン、歯ブラシ、コップ 

・午睡用 掛け布団、敷き布団、タオルケット（夏場） 

その他の 

経 費 等 

・給食代   ・バス代（バス利用者） ・暖房費 

・保護者会費 半期 1,000円 

〒501-5121 

岐阜県郡上市白鳥町白鳥 75-1 

TEL.0575-82-2337 

FAX.0575-82-2337 

E-mail 

shiroyou2337@yahoo.co.jp 

 

預り保育 1号認定・通常保育 預り保育 

2・3号認定・短時間保育(8時間以内) 延長保育 

早朝保育 2・3号認定・標準保育(11時間以内) 延長保育 
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園の概要 

・『遊びは学び』を基本とし、幼児が身近な環境に興味を持ち、考え、試し、繰り返し夢中にな

って遊ぶ体験を大切にし、生きる力の基礎となる「知識及び技能の基礎」「思考力・判断力・

表現力等の基礎」「学びに向かう力・人間性等」を一体的に育んでいます。 

・一人一人の特性を大切にした対応と『幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿』を見据

え、『心豊かにたくましく生きる力の育成』－自立・共生・創拓－を視点とする郡上人の土台

作りを目指した教育を推進しています。 

・異年齢児交流、郡上市の自然や歴史・文化、人の魅力に親しむ体験活動を通して、自己肯定

感や他者のために役立とうとする心や行動力、ふるさとへの愛着や誇りを育んでいます。 

・発達支援センターや小学校等、関係機関との連携を密にして特別支援教育の充実を図ります。 

・子育ての楽しさや喜びが共有できる子育て支援を充実させていきます。 

教育 

保育目標 

 

＝心豊かに たくましく生きる はち幼の子＝ 

たくましい子 ・丈夫な体と強い心をもち、自立した生活ができる子 

・環境に進んで関わり、夢中になって遊ぶ子 

や さ し い 子  ・美しいものや素晴らしいものに、感動できる子 

・自分も仲間も大切にでき、一緒に遊ぶ楽しさを味わう子 

考 え る 子  ・より楽しい遊びを考え、工夫し、創り出す子 

・人の言葉や話をよく聞き、自分の思いや考えを伝え合う子 

開園時間 

［通常保育・預かり保育］ 

 

 

   

主な行事 

［年間行事］ 

春：入園式、遠足、保育参加日＆クラス懇談会、田植え、人形劇観劇 

夏：七夕会､あまご放流､プール開き､夕べの集い､川遊び､思い出の会 

  秋：運動会、遠足、収穫祭（稲刈り・脱穀）、町探検、保育参観日、わくわく体探検 

冬：なかよし発表会、クリスマス会、もちつき、鏡開き、豆まき、おめでとうの会、卒園式 

［定例行事］ 誕生会、お楽しみ会、園外保育、お茶会、命の教室、園開放日 

［健  康］ 発育測定、尿検査、内科検診、歯科検診、耳鼻科検診(年長児) 

［安  全］ 命を守る訓練、交通安全教室、幼年消防クラブ継承式、引き渡し訓練 

［保護者会］ 保護者会総会、清掃作業、家庭教育学級、夕べのつどい 

地域活動 

・地域団体との交流（小野和睦会・郡上踊りお囃子クラブ・郡上鮎の会） 

・小・中・高校の児童との交流（夏休みボランティア・学校探検・高雄歌舞伎・保育体験、 

合同避難訓練、インターンシップ） 

・未就園児との交流・子育てサロン（園庭開放・ほっとハート） 

・老人福祉施設への訪問（ＪＡあんしん等） 

園指定の 

購 入 品 

・園服・カラー帽子（カノウ衣料店）、名札・出席帳・手提げﾊﾞｯｸ・誕生絵本 

・個人用教材〈はさみ、のり、クレパス、粘土、自由画帳〉他 

各自での

準 備 品 

・通園バッグ、上履き、上履き入れ、運動靴、手拭きタオル、着替え、水筒、 

・スプーン、フォーク、箸とケース、おしぼり、マスク、エプロン、歯ブラシ、コップ 

その他の 

経 費 等 

・給食費 月４，３７０円  ・バス代 月１，０００円（バス利用者）  

・傷害保険料 年間１７０円 ・保護者会費 月５００円 ・教材費 月５００円  

〒501-4221 

岐阜県郡上市八幡町小野 8 丁目 5－1 

TEL.0575—65—2515 

FAX.0575—65—6499 

E-mail 

hachiman-youchien@city.gujo.lg.jp 

 

 

 

郡上市立 

はちまん幼稚園 

8:00       9:00          14:30        16:00 

 

 
通常保育 登園時間 

（預かり保育） 

降園時間 

（預かり保育） 
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郡上市役所
高鷲振興事務所

郡上市役所
白鳥振興事務所

郡上市役所
明宝振興事務所

郡上市役所
大和振興事務所

郡上市役所（本庁）

郡上市役所
和良振興事務所

郡上市役所
美並振興事務所

たかす北保育園 TEL:73-2037
たかす北児童館
高鷲振興事務所から約１１㌔

たかす保育園 TEL:72-5551
たかす児童館
高鷲振興事務所から約１㌔

石徹白保育園
TEL：86-3076
白鳥振興事務所から約２３㌔

北濃保育園
TEL:85-2062
白鳥振興事務所から約８㌔

白鳥こども園
TEL:82-2337
白鳥振興事務所から約0.5㌔

まどか保育園
TEL:84-1176
白鳥振興事務所から約４㌔

大中保育園
TEL:82-5321
白鳥振興事務所から約２㌔

浄心こどもの城
TEL:82-3081
白鳥振興事務所から約２㌔

小川保育園

TEL:87-2870
明宝振興事務所から約１７㌔

やまびこ園

TEL:88-2090
大和振興事務所から約1.5㌔

慈教保育園 TEL:67-0291
郡上市役所から約1.5㌔

妙高こども園

TEL:65-3210
（妙高幼稚園・妙高保育園）
郡上市役所から約３.5㌔

はちまん幼稚園 TEL:65-2515

はちまん児童館 TEL.66-0209
郡上市役所から約1㌔

ひかりの丘こども園
TEL:63-2162
郡上市役所から約７㌔

和良保育園
TEL:77-2129

わら児童館
和良振興事務所から約1㌔

みなみ園 TEL:79-2147
美並振興事務所から約1.5㌔

明宝保育園
TEL:87-2008
明宝振興事務所から約３㌔

郡上市保育園･幼稚園位置図



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集：〒５０１－４２９７ 

   岐阜県郡上市八幡町島谷２２８番地 

   郡上市役所 健康福祉部児童家庭課 

   TEL. 0575-67-1817 

           FAX. 0575-67-0604 
 

   岐阜県郡上市八幡町島谷 207 番地１ 

   郡上市役所 教育委員会学校教育課 

   TEL. 0575-67-1468 

           FAX. 0575-65-6260 
 

 

 

 

 

 

 

  


