
豊橋市立 津 田 保 育 園 

                           〒440-0093 豊橋市横須賀町林８の１  

☆施設(敷地面積) ２,９５３.２６㎡               TEL ３１ー３６２３ FAX ３１―４２５９ 

＊園舎の構造 鉄筋コンクリート造２階建 (１棟) 延 1,090.86㎡ 遊戯室 175.00㎡ 

☆設置・経営 豊橋市   ☆小学校区   津田小学校       

☆施設長   水鳥 一明 ☆定員      120名  

☆職員配置  主任保育士 1名 主査 2名 保育士 15名 調理員 2名 

☆通園バス  なし     ☆送迎スペース 園舎西側および東側にあり 

 保育の目標・方針 

＊ 生きる力を身につけ豊かな人間性を持った子ども ＊ 

・十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの 

様々な欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定を図る。 

・健康、安全など生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、心身の健康の基礎を培う。 

・人との関わりの中で、人に対する愛情や信頼感、そして人権を大切にする心を育てる        

 とともに自主､自立及び協調性の態度を養い、道徳性の芽生えを養う。             外国人園児､障害児含む 

   一人ひとりが主役の誕生会で、皆の前で自己紹介ができるようになります。 

広い芝生の園庭（約１,６００平米）を素足で走りまわります。 

 

      保育園の 1日 

7：45 早朝保育 

 9：00 室内外で自由あそび 

 10：00 年齢別保育 おやつ(乳児) 

 11：20 給食 

 12：20 午睡 乳児 年少 9月まで 年中長夏季  

室内外で自由あそび 

 15：00 おやつ 

 15：30 順次降園 

 19：00 延長保育終了 

  保育時間   

    平日 7：45～19：00 
     土曜日 7：45～18：00 

☆保護者との連携  園だより､クラスだより､連絡帳（乳児）､掲示板 

☆入園時の諸経費  園服､園帽子等 教材  ☆毎月の経費 絵本(2,3,4,5歳児) パン代(3歳以上) 

☆保護者会費   月 200円 

☆アレルギー症について  受け入れています（事前にご相談下さい） 除去食が中心 

☆特別保育の実施状況  0歳児保育(4 ヶ月から) 障害児保育 

☆子育て地域支援活動  ぴよぴよｸﾗブ…保育園に入園してないお子さんを対象に園庭開放、親子､園児とのふれ

あいを楽しんでいただきます。(月 3回程度開催、原則木曜日、9：45～11：15まで) 

 又、子育ての悩みなどの相談も行っています。 

 

年齢 園児数 保育士 

0 4 2 

1 10 3 

2 16 3 

3 24 3 

4 26 3 

5 26 2 

計 106 16 

おもな年間行事予定 

４月 入園式 １１月 焼き芋会 

５月 親子バス遠足 内科健診 １２月 生活発表会 餅つき会 

６月 保育参観 カレーパーティー クリスマス会 サッカー教室 

歯科健診 プール開き １月 保育参観 年長個人懇談 

動物ふれあい教室       人形劇 

７月 七夕会 盆踊り会 ２月 節分会 マラソン大会 

交通安全巡回教室      子どもランド 

８月 防犯教室      消防署見学(年長のみ) 

９月 交通安全指導 ３月 ひなまつり会 お別れ会 

１０月 徒歩遠足 内科健診     卒園式 

運動会  毎月 誕生会 避難訓練 

入所状況(H.29.5.1現在) 



     豊橋市立新吉保育園        ✿保育園の理念 

                              ・健康的で安全な環境のもとで、子どもを尊び、 

                               健全な心身の発達を図る。 

〒４４０－０８７１                  ✿保育の基本方針 

 豊橋市新吉町１の２                 ・あなたが大好きという気持ちの中で『自分から 

  ☎ ５２－２７１１ FAX ５２－２７２４       遊ぼうとする思い』や『みんなと一緒にいて楽 

✿施設・経営   豊橋市                しい』という気持ちを家庭や地域と共に育て、 

✿施設長     加藤 充代              見守る保育を目指す。 

✿職員の配置  主任保育士 １名 主査保育士 １名 保育士 １７名 調理員 ２名 

✿定員  ８０名 

✿保育時間  平日 午前７時４５分～午後７時００分（延長保育含む） 

        土曜日 午前７時４５分～午後６時００分（延長保育含む） 

✿施設について 敷地面積 ５７２，８５㎡ 遊戯室 ８４，１６㎡  

           園舎の構造 RC 造３階建 延べ５１５，９５㎡ 

✿児童数（平成２９年５月１日現在）    ✿主な行事予定 

４月・・・♥入園式 ５月・・・こどもの日会 内科健診  

６月・・・♥保育参観・懇談会 歯科健診 

７月・・・七夕会   

１０月・・・♥運動会 遠足 内科健診  

１１月・・・おいもの会 

１２月・・・♥たのしい発表会 クリスマス会 

２月・・・豆まき会 ♥保育懇談会 

✿１日の保育の流れ                 ３月・・・ひなまつり会 お別れ散歩 ♥卒園の会 

７：４５  登園・健康観察・あそび        毎月・・・身体測定 誕生会 避難訓練 

９：３０  おやつ・あそび               （♥印・・・保護者参加の行事です）          

１１：００  給食・休憩               ✿通園バスの有無・・・なし✿駐車スペース・・・なし 

１２：００  排泄・着替え・昼寝          ✿保護者との連絡 

１４：４５  目覚め・着替え             送迎時の連絡 毎月のおたより 連絡帳 掲示板 

１５：００  おやつ                  ✿入園時の諸経費 

１６：００  順次降園・あそび             １・２歳児・・・カラー帽子 園服・・・なし 

１９：００  延長保育                  ２歳児・・・おたよりシール帳 シール代 

✿保育園の特徴について            教材（絵本など）・・・なし パン代（３歳以上）・・・なし 

 新吉保育園は本市で唯一の乳児専門園   ✿アレルギー児について   

です。０,１,２歳児の３つのクラスの小さな     受け入れています（事前にご相談ください） 

 保育園ですが、人間としての基礎を作る    ✿特別保育の実施状況    

大切なこの時期の子どもたちを丁寧に心     乳児保育（４ヶ月～） 子育て支援地域事業 

 を込めて保育しています。              延長保育（平日１９時まで・土曜日１８時まで） 

年齢 児童数 保育士 

  ０  ８ ３ 

  １ ２９ ７ 

  ２ ３１ ６ 

合計 ６８ １６ 



 

 

◇設置・経営  豊橋市 

◇施設長    足立 まゆみ 

◇職員配置   主任保育士１名 

        保育士 ２６名 

        調理員  ３名 

◇定員     １４０名 

◇小学校区   松葉校区 

◇施設について  

 敷地面積   １２４９．４９㎡ 

 園舎の構造  鉄骨造２階建 

        延８４５．０４㎡ 

◇保育時間     

 平 日 午前７時４５分～午後７時 

 土曜日 午前７時４５分～午後６時 

※保育短時間、保育標準時間により、 

長時間、延長保育の時間が異なります。 

 

       （平成２９年５月１日現在） 

年齢 園児数 保育士 
０歳 ７ ３ 
１歳 １９ ５ 
２歳 ２７ ５ 
３歳 ２８ ３ 
４歳 ３１ ３ 
５歳 ３１ ２ 
計 １４３ ２１  

豊橋市立 くるみ保育園  Ｔｅｌ ５３－１５２８ Ｆａｘ ５３－３２７４  
    
保育理念  
『乳幼児が安定した情緒の基で、今が最も輝き、           ◇主な年間行事   
生きる喜びと自信を身につけるよう、保護者や 
地域の人と共に考え、育ち合う。』  

 保育方針 
  ・愛する心、豊かな心をもった健康で活力のある 

子どもを育てる。 
  ・自ら考え、主体的に行動できる力を育てる。 
  ・道徳性の芽生えを培い、豊かな人間性の基礎・ 

基本を育てる。      
目標とする子ども像 

  ・心身ともにたくましく、積極的にみんなで遊ぶ子                                
◇特別保育の実施状況 

  ・障害児保育 
  ・延長保育 平 日 午後７時まで  
         土曜日 午後６時まで 
  ・一時保育 午前８時～午後４時まで 
  ・休日保育 午前７時４５分～午後６時まで 
          ※年末年始を除く 
  ・０歳児保育 生後４ヶ月より             ◇入園時諸費用 
  ・子育て支援地域活動 園庭開放“くるみっこ”       園服、帽子、保育用品、主食代（３歳児以上） 
◇アレルギー症について                ◇保護者会  会費 月額（３００円） 

   受け入れています（事前にご相談下さい）       ◇保護者との連絡  園だより、クラスだより 
◇送迎スペース                     乳児は連絡帳があります。送迎時の口頭連絡 
保育園正面３台分駐車可、送迎バスはありません。    懇談会があります。 

４月 入園式 
５月 春の遠足  

カレーパーティー 内科健診 
６月 保育参観 懇談会 プール開き 

歯科健診 防犯教室 
７月 七夕会 交通安全巡回指導  
８月 プール納め 
９月 運動会 
１０月 秋の遠足 

内科健診  
交通安全巡回指導 

１１月 焼き芋パーティー       
勤労感謝デー 

１２月 生活発表会  もちつき会 
クリスマス会   

１月 交通安全巡回指導  防犯教室 
２月 懇談会 豆まき会 保育開放日  
３月 ひなまつり会  お別れ散歩  

お別れ会 
卒園式 修了式  

毎月 誕生会 避難訓練 身体測定 

〒４４０－０８９７ 豊橋市松葉町３－８－３ 

保育園での 1日 

7：45～ 早朝保育 

8：30～ 年齢別保育 

9：40～ おやつ 

      0．1．2歳児 

10：00～ あそび 

11：20～ 給食 

12：30～ 午睡 

0．1．2歳児 

3歳児は 9月中旬まで 

4．5歳児は夏季 

15：00～ おやつ 

15：30～ 降園 

16：30～ (短時間)延長保育 

          (標準)長時間保育 

18：45～ (標準)延長保育 

19：00  保育終了 

 



                                                                                                             園の概要                        ◎設置・経営    豊 橋 市    

                                       ◎施 設 長    酒 井 利 久 

 〒４４０－０００６                                   ◎職員の配置    主任保育士１名            

 豊橋市牛川町字乗小路３１－６                         保育士 26名 調理員 3名 

 ＴＥＬ 61-4693   ＦＡＸ 64-1353       ◎保育時間     平 日 7:45～19:00 

   ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ                                                    土曜日 7:45～1８:00 

    ushikawahigashi@city.toyohashi.lg.jp   ◎施設について    敷地面積 3,３０８㎡   

園舎 鉄骨造 2階建 

  保育理念・保育方針 
                            ◎小学校区    鷹丘小学校区  

                       ◎通園バス    無 

                       ◎送迎用駐車場  園舎南側の神社敷地利用 

                       ◎保護者との連絡 園だより・クラスだより 

                                連絡帳（乳児）、掲示板 

                                携帯電話メール配信 

     年間行事         ◎定 員  170名 

  ４月   入園式・子どもの日のつどい      ◎児童数（H ２９．５．１現在）  

  ５月   親子遠足（幼児）・社会見学（年長児）     年 齢   児 童 数  保育士数  

  ６月   ｶﾚｰﾗｲｽ会・ﾌﾟｰﾙ開き・保育参観・懇談会        0            8          3 

  ７月   七夕会・夏のお楽しみ会                1           20          5 

  ８月   プール納め                    2           28          6 

  ９月  運動会                         3           36          3 

 １０月  秋の遠足                          4           42           4 

 １１月   焼きいも会                              5           38          3 

 １２月   生活発表会・もちつき会・ｸﾘｽﾏｽ会       合  計     172      24 

  １月   みんなで遊ぼう会          ◎父母の会費（月額 300円） 

  ２月   豆まき会・自由参観          ◎アレルギー症児 受け入れています 

  ３月   ひなまつり会・お別れ会・卒園式    ◎特別保育実施状況  

★園庭開放(毎月２回程度 水曜日又は木曜日)     ・0歳時保育(4ヶ月から) 

★子育て相談 (電話・来所)を実施                ・延長保育(平日 19時、土曜日 18時まで) 

・障害児保育指定園 

 

         ７；４５～     １０：００～    １２：３０～    １５：００～           ９：００     年齢別保育    着替え・午睡      おやつ 

       登園･視診      おやつ(乳児)    自由遊び(幼児) 

          ９：００～    １１：３０～     １４：３０～    １６：００～     

          室内･戸外で      給  食       着替え       １8：４５  

 

 


