
芸

北
私）さつきヶ丘こども園

大元 208-1

℡：35-0026 33-4180

特色

子育て支援センター ． 食育(菜園活動) ． はだし保育（冬場を除

く） ．幼年消防クラブ ． 体操教室（月２回） ． 園外保育 ．まこと

の保育（仏教保育） ． 英語あそび（月２回）

時

間

と

料

金

の

設

定

休園日：日曜日、祭日、年末年始(12/29～1/3)、3月最終土曜日

※他、感染症・自然災害の発生など閉園の必要がある場合は園長の判断で休園とする

２・３号

（２号認定副食費） 4,500 円/月額

１号

（副食費） 4,500 円/月額

利用の制限）土曜日、夏期休暇（8/11～8/17）、冬期休暇（12/28～1/5）、春期休暇（3/26～3/31）

保育標準時間認定（平日） 7：00～18：00 延長保育料 100円/30 分

7:00 18:00 19:00

利用可能保育時間（最長１１時間） 延長

保育標準時間認定（土曜日） 7：30～18：30 延長保育料 100 円/30 分

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

延長 利用可能保育時間（最長１１時間） 延長

保育短時間認定 8：30～16：30 延長保育料 100 円/30 分

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

利用可能保育時間（最長８時間） 延長保育

教育標準時間 7：30～17：00(内 7時間選択。但し 9時以降の登園設定は不可。基本は 8：30～15：30)

7:30 17:00

教育標準時間

令和４年度 北広島町保育施設情報

延長保育



大

朝
私）大朝こども園

大朝 4650

℡：82-2205（IP:2205）

特色

夏期縦割り保育・はだし保育・食育(菜園活動・クッキング)・運

動指導・えいごあそび・お茶のおけいこ・文化芸能活動（太鼓、

銭太鼓）・夏まつり会・幼年消防クラブ

時

間

と

料

金

の

設

定

２・３号

（２号認定副食費） 4,500 円/月額

１号

（副食費） 4,500 円/月額

利用の制限） 土曜日、夏季休暇、冬期休暇、春季休暇

保育標準時間認定 7：30～18：30 延長保育料 100 円/30分

7:30 18:30 19:00

利用可能保育時間（最長１１時間） 延長保育

保育短時間認定 8：30～16：30 延長保育料 100 円/30分

7:30 8:30 16:30 19:00

延長保育 利用可能保育時間（最長８時間） 延長保育

教育標準時間 8：30～13：30 一時預かり料 無料 延長保育料 100円/30 分

7:30 8:00 8:30 13:30 16:30 19:00

延長 一時 教育標準時間 延長保育



豊

平

私）こども園ふたば

志路原 471

℡：83-1170（IP:1170）

特色【広島県認定 自然保育認証園】

サンちゃんと友だちのかわのほいくえん活動（自然体験環境教

育）・お作法・体操教室・幼年消防クラブ．まことの保育（仏教

保育）・手作りおやつ．食育（菜園活動）・子育て支援センター・

シェアリングネイチャーを取り入れた保育

時

間

と

料

金

の

設

定

２・３号

（２号認定副食費） 4,500 円/月額

１号

（副食費） 4,500 円/月額

利用の制限） 土曜日、夏期休暇（8月中旬）、春期休暇 だたし、相談可能

豊

平
私）吉坂保育所

阿坂 4535-1

℡：84-1000（IP:4000）

特色

子育て支援センター協力園開放

幼年消防クラブ 食育(菜園活動･クッキング)

時

間

と

料

金

の

設

定

２・３号

（２号認定副食費） 4,500 円/月額

保育標準時間認定 7：00～18：00 延長保育料 100 円/30 分

7:00 18:00 19:00

利用可能保育時間（最長 11 時間） 延長保育

保育短時間認定 8：30～16：30 一時預かり料 無料 延長保育料 100 円/30分

7:00 8:00 8:30 16:30 19:00

延長保育 一時 利用可能保育時間（最長８時間） 延長保育

教育標準時間 8：30～13：30 一時預かり料 無料 延長保育料 100 円/30 分

8:00 8:30 13：30 16:30 18:00

一時預 教育標準時間 一時預かり 延長保育

保育標準時間認定 7：３0～18：３0 延長保育料 100 円/30 分

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

延長 利用可能保育時間（最長１１時間） 延長保育

保育短時間認定 8：30～16：30 延長保育料 100 円/30分

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

延長保育 利用可能保育時間（最長８時間） 延長保育



豊

平
私）都谷こども園

戸谷 2011-1

℡：83-1238（IP:1238）

特色

園庭全面芝生・体操教室・リトミック教室（月２回）・

幼年消防クラブ・まことの保育（仏教保育）・食育・菜

園活動・子育て支援センター協力園

時

間

と

料

金

の

設

定

２・３号

（２号認定副食費） 4,500 円/月額

１号

（副食費） 4,500 円/月額

利用の制限） 夏季休暇(8/12～8/18)、冬期休暇(12/26～1/6)

保育標準時間認定 7：00～18：00 延長保育料 100 円/30 分

7:00 18:00 19:00

利用可能保育時間（最長１１時間） 延長保育

保育短時間認定 8：30～16：30 延長保育料 100 円/30 分

7:00 8:30 16:30 19:00

延長保育 利用可能保育時間（最長８時間） 延長

教育標準時間 8：30～13：30 一時預かり料 無料 延長保育料 100 円/30 分

8:30 13：30 16:30 18:00

教育標準時間 一時預かり 延長保育



千

代

田

私）蔵迫こども園

蔵迫 157-2

℡：72-2127（IP:2127）

特色

俳句カルタ・和久洋三の創造活動と積み木遊び・音楽リズム（マ

ーチング）・水泳教室・まことの保育（仏教保育）・食育・はだし

保育（夏期）・３歳以上児への主食提供（有料）

時

間

と

料

金

の

設

定

２・３号

（２号認定副食費） 4,500 円/月額 希望者は主食 500 円/月額

１号 （副食費） 4500 円/月額 希望者は主食 500 円/月額

利用の制限） 土曜日、夏季休暇、冬期休暇、春季休暇 休暇中に関しては相談可能

千

代

田

私）ルンビニこども園

有田 104

℡：72-2377（IP:2377）

特色

食育、体操教室、水泳教室、まことの保育（仏教保育）

２・３号

（２号認定副食費） 4,500 円/月額 完全給食のため主食費 500 円/月額

１号 （副食費） 4,500 円/月額 完全給食のため主食費 500 円/月額

利用の制限）土曜日、夏季休暇(8/1～8/31)、冬期休暇(12/26～1/7)、春季休暇(3/25～4/4)

休暇中は随意登園（夏季休暇は、給食代は 250 円/日×利用日数分を徴収します。）

保育標準時間認定 7：00～18：00 延長保育料 200 円/日（5回目より徴収）

7:00 18:00 19:00

利用可能保育時間（最長１１時間） 延長保育

保育短時間認定 8：30～16：30

8:30 16:30

利用可能保育時間（最長８時間）

教育標準時間 8：30～13：30 一時預かり料 無料 13:30～16:30（最長 17:15）

※7:30～8:30、16:30～17:15 の一時預かり利用に際して園長と面談の上決定

7:30 8:30 13：30 17:15

一時預かり 教育標準時間 一時預かり

保育標準時間認定 7：00～18：00 延長保育料 200 円/日

7:00 18:00 19:00

利用可能保育時間（最長１１時間） 延長保育

保育短時間認定 8：30～16：30 延長保育料 200円/時間

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

延長保育 利用可能保育時間（最長８時間） 延長

教育標準時間 8：30～16：30 一時預かり料 200 円/時間

※就労など状況に応じて相談をお受けします

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

一時預かり 教育標準時間 一時



千

代

田

私）壬生こども園

壬生 131

℡：72-5221（IP:5221）

特色

夏期はだし保育・体操教室・水泳教室・まことの保育（仏教保育）・

食育（菜園活動・給食試食会年３回）・絵本の貸し出し

時

間

と

料

金

の

設

定

２・３号

（２号認定副食費） 4,500 円/月額

１号

（副食費） 4,500 円/月額

利用の制限） 土曜日、夏季休暇(お盆期間)、正月休み(12/29～1/3)、春季希望保育

千

代

田

公）本地保育所

本地 2675-1

℡：72-2494（IP:2494）

特色

幼年消防クラブ・はだし保育（冬場寒い時を除く）・縦割り保育

異年齢保育・食育・園外保育・体操教室・安全教室・伝承文化活

動（たる太鼓・お茶の稽古）

時

間

と

料

金

の

設

定

２・３号

（２号認定副食費） 4,500 円/月額

保育標準時間認定 7：00～18：00 延長保育料 200 円/日

7:00 18:00 19:00

利用可能保育時間（最長１１時間） 延長保育

保育短時間認定 8：30～16：30 延長保育料 200 円/回

7:00 8:30 16:30 18:00 19:00

延長保育 利用可能保育時間（最長８時間） 延長 延長保育

教育標準時間 8：30～13：30 一時預かり料 無料 延長保育料 200 円/回

7:00 8:30 13:30 16:30 18:00

延長保育 教育標準時間 一時預かり 延長

保育標準時間認定 7：３0～18：３0 延長保育料 100 円/30 分

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

延長 利用可能保育時間（最長１１時間） 延長保育

保育短時間認定 8：30～16：30 延長保育料 100 円/30分

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

延長保育 利用可能保育時間（最長８時間） 延長保育



千

代

田

公）南方保育所

南方 1837

℡：72-4678（IP:4678）

特色

幼年消防クラブ・はだし保育（冬場寒い時を除く）・縦割り保育 ．

異年齢保育・食育・園外保育・体操教室・安全教室 ．

時

間

と

料

金

の

設

定

２・３号

（２号認定副食費） 4,500 円/月額

保育標準時間認定 7：３0～18：３0 延長保育料 100 円/30 分

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

延長 利用可能保育時間（最長１１時間） 延長保育

保育短時間認定 8：30～16：30 延長保育料 100 円/30分

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

延長保育 利用可能保育時間（最長８時間） 延長保育


