
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人よいち福祉会 

にき保育園 

所在地 〒048-2406 北海道余市郡仁木町西町１丁目５２番地 

電 話 ０１３５－３２－３０００ＦＡＸ ０１３５－３２－３２００ 

ＨＰ  http://fruit.or.jp/nikihoikuen/ 
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にき保育園概要
 

設置主体 社会福祉法人よいち福祉会 

施 設 名 にき保育園 

開    園 平成１８年４月１日 

事業内容 

一時預かり事業 

延長保育事業 

乳児保育事業 

障がい児保育事業 

地域子育て支援拠点事業 

定    員 ６０名（０歳１０ヶ月～就学前までの乳幼児） 

開所時間 

７：００～１８：００ 通常保育 

８：００～１６：００ 短時間保育 

１８：０１～１９：００ 延長保育（月～金） 

開 所 日 月曜～土曜日（休園：日曜日、祝祭日・年末年始） 

クラス構成 

年齢別保育 

０歳児（おれんじ）１歳児（ぴんく）２歳児（みどり） 

３歳児（あか）４歳児（きいろ）５歳児（あお） 

たてわり保育（異年齢保育） 

さくらんぼ組…０歳児、１歳児 

とまと組…２歳児 

ぶどう組…３歳児、４歳児 

りんご組…５歳児 

職員構成 
園長・主任保育士・保育士・保育士補助・パート職員・栄養士 

事務員・用務員・嘱託職員（内科医・歯科医） 
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保育理念
保育所保育指針に基づき心身の健全な育成を図ります。子どもの人権や個性

を尊重し子どもの最善の利益のために保護者や地域社会と力を合わせ児童の福

祉を積極的に推進し、地域の子育て支援に貢献いたします。 

基本方針
 

○ 一人ひとりの子どもの個性を大切にした育ちを応援する 

○ 家庭との連携を大切にし子どもの成長を共に見守る 

○ 地域子育ての中心的役割を担い、地域貢献を行っていく 

 

保育目標
 

子どもが意欲をもって主体的に生活できるように 
１ 健康な体をつくる保育 

２ 自主性・自律性を育てる保育 

３ 豊かな感情を育てる保育 

４ 社会性を育てる保育 

 

人格形成の芽生えを大切に育て、子ども達が社会の中でより良く生きていく

ために個性を大切にし、自分らしく育つ事を応援いたします。 

 

にき保育園が目指す子ども像

○健康で元気な子      ○人の話が聞ける子 

○自分の思いを話せる子   ○決まりやルールを守れる子 

○自分で考え行動できる子  ○感謝の心、思いやりの心をもつ子 

○友だちと仲よく遊ぶことができる子 
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保育形態 

日々の生活の中から育ち合える環境として、異年齢による保育（養護的配慮）

と活動内容は同年齢による保育（教育的配慮）を実施しています。 

異年齢保育とは 

少子化によって子どもたちが異年齢の子ども同士と関わることが少ない現代

で、異年齢保育活動を通して子どもたちが相互に教え合い、学び合い、共に育ち

合うことが出来ることを目的としています。いろいろな年齢、いろいろな人と多

く関わることで「人と関わる力」が育まれます。また年上の子がやっているのを

間近で見られ、挑戦意欲が生まれ子供が目指す姿が見えてきます。 

特別教育 

ダンス教室  教育的活動として、年間を通した本

格的な外部講師の指導によるダンス教室を導入してい

ます。学校教育でも中学校ではダンスが必修科目になっ

ており、学習指導要領では、「イメージを捉えた表現や

踊りを通して仲間とのコミュニケーションを豊かにす

ることを重視する運動で、仲間とともに感じをこめて踊

ったり、イメージをとらえて表現したりする楽しさや喜

びを味わうことのできる運動」と謳われ、就学前のお子様にこのような体験をさ

せることで学校での授業はもちろん生涯にわたって運動に親しみ健康を保つ生

活が身につくと考えております。4・5歳児が対象となり、月 2回「HIP-HOPダン

ス教室」を実施しています。練習の成果は、運動会や発表会、地域イベントで発

表しております。 

スキー教室 5 歳児を対象としたスキー教室を外

部講師指導のもと冬期間実施します。小学校就学前にス

キーの楽しさを体験できる機会として、取り組んでおり

ます。自分たちでスキーの準備を行い、坂を登り、スピ

ードの調整をしながら滑って止まることができるよう

に指導していただきます。 

遊び 
戸外遊び（発散型）と室内遊び（集中型・内面形成）をバランスよく楽しめる

子どもを「元気な子」ととらえ活動しています。戸外ではたくさんお散歩や遠足

などに出かけ周辺の自然との触れあいを通じた身体作りを奨めています。室内

遊びでは、落ち着いた環境で集中した（頭や指先を使った）遊びを奨めておりま

す。子どもの遊びを研究しデザインされた知育玩具を使用しています。 
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食育の取り組み 

保育園での給食や食育への取り組みは、「保育所保育指針」に

基づき行っています。 

食育の取り組みは楽しく食べることを中心にお腹を空かせてご

飯を食べるという喜びを満たす食事の大切さを伝えています。 

発育期の子どもたちに必要な栄養とバランスのとれた食事内容

を提供、味覚形成と偏食防止のため、様々な食材を用いた調理方法を工夫し、味

付けは食材の持ち味を生かした薄味にしています。またアレルギー、離乳食の状

況など、個々に食事相談や栄養相談を受け給食内容を配慮しています。 

菜園を利用した作物の栽培を通して野菜を身近に感

じたり、目の前で調理をする（実演調理）ことで、五感

に触れ食への興味関心を促しています。 

にき保育園では全園児がごはんを温かい状態で食べ

させたいという願いから完全給食を実施しています。 

 

 

園外活動（散歩・遠足・社会見学） 
室内で落ち着いて集中した環境での活動とは対称に、園外に出

て自然の事象に触れ、地域の方との触れ合う他、歩くことでの

体力増進など開放的に過ごす活動で

す。散歩に出掛けることの積み重ねを

通し、６月には遠足に出掛けます。これまで経験された

園外活動が、年長児社会見学として「公共機関を利用し、

社会事象への興味関心を高める」ねらいを持って活動で

きるようになります。 

地域開放  

仁木町の小・中学生を対象とした HIP-HOP ダンスの

レッスン会場として、毎月にき保育園を地域開放して

います。 

慣らし保育 
初めての集団生活を体験するお子さんは短い時間の保育からはじめます。 

お子さんの年齢にもよりますが１０日から２週間程度で通常保育になります。 
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にき保育園では通常の保育運営の他以下の事業を行い、地域の子育て支援を

行っております。 
 

一時預かり 

急な用事や就労、冠婚葬祭・育児のリフレッシュしたい

時など、親が子どもを一時的に預けたい時に利用する事業

です。就学前の集団生活に慣れさせたいなどの理由からで

もご利用いただいております。 

 

一時預かり対応時間・料金 

1日利用 7：30～18：00 月曜日から金曜日 利用料金 2,000円（昼食、おやつ含む） 

半日利用 7：30～12：30 月曜日から金曜日 利用料金 1,000円（昼食含む） 

(土曜日、日曜日、祝祭日、保育園行事等の場合利用できません) 

対象児童 1歳から就学前の家庭で育児をされているお子様が対象です。 

料金の支払い

方法 
利用ごとにお支払いいただいております。 

＊仁木町、余市町、赤井川村からの利用が多いですが、お仕事の都合で札幌市な

ど遠方からのご利用も対応いたしております。 

 

障がい児保育 

仁木町障がい児保育実施要綱に基づき障がいをお持ちのお子さんをお預かり

しています。保育計画に基づき、他のお子さんと生活を通してともに成長できる

よう職員も研修を重ねて対応しています。また必要に応じて個別保育を行なっ

ています。 
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延長保育 
入園児童対象にご希望に応じておこなっております。 

お仕事や用事などでお迎えが遅れるような場合などにご

利用いただいております。（おやつを提供しております） 

 

延長保育対応時間・料金 

保育時間  18：01～19：00 月曜日から金曜日 利用料金 1時間 200円（おやつ含む） 

(土曜日や職員会議、保育園行事等の場合利用できません) 

１８：０１を過ぎますと自動的に延長保育となります。 

料金の支払い

方法 
月毎にまとめて徴収いたします。 

＊保育短時間の場合 8時間以外の利用は時間外保育として対応いたします 

 

乳児保育 

育児休業後の職場復帰などの理由により、保育を必要としている児童を受け

入れています。 

概ね 10ヶ月の乳児から対応しており、お子さんが安心して過ごせる環境を整え

ています。離乳食の進み具合、お昼寝の時間など個人差がありますがご相談くだ

さい。 

 保育園の事前見学など希望に応じて対応しています。離乳食の状況やアレル

ギー、についてもできる限り対応させていただきます。気軽にご相談ください。 

 

地域子育て支援拠点おおきな木 

子育て親子の交流の場の提供と交流の促進、子育て等に関する相談・援助の実

施、地域の子育て関連情報の提供、子育て及び子育て支援に関する講習会等の実

施を行っています。 

 

○子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 

○子育て等に関する相談、援助の実施 

○地域の子育て関連情報の提供 

○子育て及び子育て支援に関する講習等の実施 
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保育園生活について

デイリープログラム 
時間 ０～２歳児 ３～５歳児 

7:00 開園・順次登園 開園・順次登園 

8:00 合同保育 

（自由遊び） 合同保育 

（自由遊び） 9:15 排泄・オムツ交換  

トイレトレーニング 

9:30 午前のおやつ お集まり会 

10:00 

  

設定保育 

排泄・オムツ交換  

トイレトレーニング 

設定保育 

11:40 昼食 お昼寝準備・昼食 

12:30 お昼寝 お昼寝 

14:30 

  

起床・オムツ交換   

トイレトレーニング 

午後のおやつ 

起床・着替え 

午後のおやつ 

15:00 

  

降園準備 

自由遊び 

降園準備 

自由遊び 

16:00 順次降園 順次降園 

17:00 合同保育（自由遊び） 合同保育（自由遊び） 

18:01 （延長保育） （延長保育） 

19:00 閉 園 閉 園 

保育園行事 

４月 入園・進級お集まり会 

５月 こどもの日お集まり会 個別懇談会 

６月 遠足 内科・歯科検診 

７月 水遊び・プール遊び 年長児社会見学 保育参観日 

８月 七夕お集まり会  

９月 運動会 敬老会参加 
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時間外保育対応（短時間保育対象） 
短時間保育（8時間保育）児童対象で 8：00～16：00以外で保育をご希望され

る方に応じておこなっております。 

 

時間外保育対応について 

保育時間  
7：00～8：00 

16：01～18：00 月曜日から金曜日 
利用料金 1時間 150円 

(土曜日や職員会議、保育園行事等の場合利用できません) 

料金の支払い

方法 
月毎にまとめて徴収いたします。 

 

おたより 
月に一度園だより・給食だよりを献立表と一緒に発行いたしまので行事等の

確認を行ってください。クラス・ホーム便り（子どもの成長の姿などをお知らせ

します）も定期的に発行いたします。 

 

そのほかの情報は、「にき保育園ブログ」をご覧ください。 

保育園の様子を定期的に更新しており携帯電話からも気軽にご覧いただけます。 

アドレス http://blog.fruit.or.jp/nikihoikuen/ 

 

 

 

 

１０月 文化祭参加  

１２月 生活発表会 クリスマスお集まり会 

１月 新年お集まり会 内科・歯科検診 個別懇談会  

２月 節分お集まり会 年長児スキー教室 

３月 ひな祭りお集まり会 

お別れ会 卒園・修了式 
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送迎 
 

登園について 

・９：１５までには登園してください。 

・送迎は保護者が責任をもって保育士に預けてください。 

・朝は玄関でお預かりいたしますので、健康で気になることやお迎え・連絡先な

ど変更がある場合はお伝えください。 

・９：１５～１５：００の時間帯は安全管理上玄関の施錠をしていますので、こ

の時間帯の送迎についてはお手数ですが、インターホンでお知らせください。 

・給食費、行事参加費などの現金は保護者が直接職員にお渡しください。 

・保護者以外の送迎の場合は事前に連絡をしてください。 

・路上駐車は通行の妨げになりますので、自家用車での送迎は駐車場をご利用

ください。 

・昼食準備の関係上お休みの場合もしくは遅くなる場合などは必ず９：００ま

でに連絡をお願いします。 

（９：１５を過ぎても登園されない場合は欠席と判断します。） 

 

降園について 

・感染症対策のため、入室の際は玄関に設置している消毒液を手指、全体に噴霧

してから入室してください。 

・送り迎えの方がいつもと違う場合は必ず事前に連絡をしてください。 

（家庭児童状況票に記載されていない方の送迎者は安全上お断りします） 

・安全管理上フェンスを設置している期間は門扉の施錠にご協力ください。 

・路上駐車は通行の妨げになりますので、自家用車での送迎は駐車場をご利用

ください。 

・事故防止のため園庭は保育以外の目的では使用できません。 

 登園・降園の際に園庭や遊具の使用はご遠慮ください。 

・行事等準備のため早めのお迎えにご協力いただくことがあります。 
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持ち物 
紛失や他の子ども達との行き違いが生じます、持ち物にはすべて名前を記入し

てください。 

かばん 汚れ物などを入れます。

指定のものはありません

が、子どもが準備しやす

い物でお願いします。 

破損によるケガや小さな子の誤飲

を防ぐためアクセサリーなどは控

えてください。 

※汚れ物入

れ 

※濡れた衣服や布団など

を持ち帰ります。 

衣服によって大きめ、小さめのビニ

ール袋２種類を持たせてください。 

外靴 子どもの足にあったも

の、自分で履きやすいも

のでお願いします。 

園外活動や万が一の災害避難のた

め夏場のサンダルや冬場のブーツ

は走りづらく転倒しやすいので履

いてこないようにお願いします。 

上着 掛け紐をつけてくださ

い。 

登降園の他、園外活動でも着ます。 

手拭タオル 掛け紐をつけてくださ

い。 

大きさや形に指定はありませんが、

毎日清潔なものを持たせてくださ

い。 

コップ 水飲み、うがいに使用し

ます。 

セトモノやガラス製品は避けてく

ださい。 

お昼寝布団 バスタオル（掛け、敷き

用）冬場は寒いので厚手

の毛布地をご用意くださ

い。（敷タオルはゴムを付

けてください） 

金曜日または土曜日に持ち帰り、洗

濯した後毎週月曜日には新しい布

団を持ってきてください。 

着替え 二組くらいは常時用意し

てください。名前の記入

をお願いします。 

汚れ物として持ち帰った分補充お

願いします。 

上靴 4・5歳対象。ダンス教室

などで使用します。 

子どもの足にあったもの、自分で履

きやすい靴でお願いします 

食事用はし 4・5歳児対象。個々の発

達に応じて対応します。 

ご家庭での様子を伺いながら進め

て行きます。 

水筒 3・4・5歳児対象。戸外活

動時の水分補給として使

用します。 

自分で開閉できるも、コップタイプ

よりはストロータイプや直飲みタ

イプの方が飲みやすくお勧めです。 
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０・１・２歳児はこのほかに 

エプロン ２枚用意してください。 昼食、午後おやつに使います。個々

に応じて準備してもらいます。 

オムツ 排泄の自立まではオム

ツを用意してもらいま

す。 

タンスの引き出しに入る分、または

毎日必要な分をお願いします。名前

の記入もお願いします。 

お尻拭き なくなり次第補充して

もらいます。 

 

 

衣服 
集団生活の場ですから子どもが自分で脱ぎ着しやすい動きやすい服装が望ま

しく華美な服装は避けての登園をお勧めします。 

以下のものは衛生・安全管理上避けていただくようご協力願います。 

 

・スパンコールなどがついているものははがれて誤飲の恐れがあります。 

・袖や裾の長いデザイン、フードや紐がついているデザインは引っかかりやすく

転倒などの恐れがあります。 

・ペットの毛が付着していると、他のお子さんでアレルギー反応を起こす場合が

あります。 

・ボタン、ファスナーが後にあるものや重ね着は自分での脱ぎ着が難しい場合が

あります。 

・ボタンの固いズボンは自分でとめることが難しい場合があります。 

・スカートのみの場合は動的な活動には適しません。 

・その他、髪飾り、カチューシャ、ヘアピン、シリコンゴム等ははずれやすく紛

失や破損の恐れがあります。シンプルなヘアゴムが最も好ましいと考えてい

ます。 
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健康管理 
子どもの生活リズムは崩れやすく規則正しく整えるのは大人の大事な役目で

す。就学前の子どもにとって安定した生活リズムは健康維持、保育活動の刺激を

受けるためにも必要です。十分な睡眠時間の確保や朝食をしっかり食べてくる

など心がけましょう。 

登園の際は、お子様の健康状態（機嫌、顔色、体温、食欲、排便の様子、手足

のつめ、頭髪等）を確認してください。 

体調の悪いまま無理に登園して症状が悪化し、他のお子さんへ感染したケース

があります。何よりもお子様の健康を第一にしましょう。 

 

○下痢、嘔吐症状のある子どもは登園できません。 

完治してしてからの登園になります。 

○保育中の急な発熱等集団生活が行えない場合は保護者の方へ連絡をします。 

発熱の目安は３７．５度（個人の平熱を考慮）とし、それ以下であっても嘔吐、

下痢、食欲がない、機嫌が優れないなどの状況は連絡をします。 

○集団生活をしています。お子様自身の健康や仕事を休まないためにも予防接

種等を受けることをおすすめします。健康状態把握のため予防接種を受けた際

には必ず保育士に知らせてください。 

・投薬は医療行為のため、市販薬も含め行っていません。 

（薬の服用は朝、夕に処方できるよう医師と相談してください） 

・伝染病に罹患した場合は医師の登園許可が必要となりますので診断を受けて   

から登園してください。（登園許可証は医療機関のものでも可） 

 

＊ 医師が記入した意見書が望ましい感染症 

 

感染症名 感染しやすい期間 登園のめやす 

麻しん（はしか） 発症 1日前から発しん出

現後の 4日後まで 

解熱後 3日を経過してか

ら 

インフルエンザ 症状が有る期間（発症前

24 時間から発病後 3 日

程度までが最も感染力

が強い） 

発症した後 5 日を経過

し、かつ解熱した後 2日

を経過するまで（幼児

（乳幼児）にあっては、

3日を経過するまで） 

風しん 発しん出現の前 7日から

後 7日間くらい 

発しんが消失してから 
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水痘（水ぼうそう） 発しん出現 1～2 日前か

ら痂皮形成まで 

すべての発しんが痂皮

化してから 

流行性耳下腺炎 

（おたふくかぜ） 

発症 3日前から耳下腺腫

脹後 4日 

耳下腺、顎下腺、舌下腺

の腫脹が発現してから 5

日を経過するまで、かつ

全身状態が良好になる

まで 

結核  医師により感染の恐れ

がないと認めるまで 

咽頭結膜熱（プール熱） 発熱、充血等症状が出現

した数日間 

主な症状が消え 2日経過

してから 

流行性角結膜炎 充血、目やに等症状が出

現した数日間 

感染力が非常に強いた

め結膜炎の症状が消失

してから 

百日咳 抗菌薬を服用しない場

合、咳出現後 3週間を経

過するまで 

特有の咳が消失するま

で又は 5日間の適正な抗

菌性物質製剤による治

療を終了するまで 

腸管出血性大腸菌感染

症（Ｏ157、Ｏ26、Ｏ111

等） 

 症状が治まり、かつ、抗

菌薬による治療が終了

し、48時間をあけて連続

2 回の検便によって、い

ずれも菌陰性が確認さ

れたもの 

急性出血性結膜炎 ウイルスが呼吸器から 1

～2 週間、便から数週間

～数ヶ月排出される 

医師により感染の恐れ

がないと認めるまで 

 

髄膜炎菌性髄膜炎 

 

 医師により感染の恐れ

がないと認めるまで 

 

＊ 医師の診断を受けて登園が望ましい感染症 

 

病 名 感染しやすい期間 登園のめやす 

溶連菌感染症 適切な抗菌薬治療を開

始する前と開始後 1日間 

抗菌薬内服後 24～48 時

間経過していること 
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マイコプラズマ肺炎 適切な抗菌薬治療を開

始する前と開始後数日

間 

発熱や激しい咳が治ま

っていること 

手足口病 手足や口腔内に水疱・潰

瘍かいようが発症した

数日間 

発熱や口腔内の水疱・潰

瘍の影響がなく、普段の

食事がとれること 

伝染性紅斑（リンゴ病） 発しん出現前の 1週間 全身状態が良いこと 

ウイルス性胃腸炎（ノ

ロ、ロタ、アデノウイル

ス等） 

症状のある間と、症状消

失後 1週間（量は減少し

ていくが数週間ウイル

スを排泄しているので

注意が必要） 

嘔吐、下痢等の症状が治

まり、普段の食事がとれ

ること 

ヘルパンギーナ 急性期の数日間（便の中

に 1か月程度ウイルスを

排泄しているので注意

が必要） 

発熱や口腔内の水疱・潰

瘍の影響がなく、普段の

食事がとれること 

RSウイルス感染症 呼吸器症状のある間 呼吸器症状が消失し、全

身状態が良いこと 

帯状疱疹 水疱を形成している間 すべての発しんが痂皮

化してから 

突発性発しん  解熱し機嫌が良く全身

状態が良いこと 

徴収料金 
準備された納入袋に金額を納め登園時に直接職員に手渡してください。 

給食費 
給食費 7,000円（主食費 2,500円 副食費 4,500円） 

登園日数が保育日数の半分以下であった場合は半額 

延長保育・時間外

保育利用料 
月末計算翌月支払いとなります 

社会見学参加費 年長児対象 2,000円程度 

行事参加費 運動会、発表会等参加費 1,000円程度 

その他 卒園・修了記念写真 
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安全対策 
 

防災対策（火災、地震） 

毎月１回災害に備えた避難訓練を実施しています。主に火災、地震を想定し朝、

昼、夕方と時間帯も変え、消防署との連携で通報訓練も実施しています。 

 

不審者対策  

警察官立寄所施設です。警察官の定期的な訪問のほかに仁木町教育委員会から

地域不審者情報が随時来るような連絡体制が整っています。施設設備では防犯

カメラを設置しており、安全管理上フェンスを設置している期間は門扉の施錠

にご協力ください。 

 

感染症対策 

感染症対策のため、入室の際は玄関に設置している消毒液を手指、全体に噴霧し

てから入室してください。保育園は乳幼児が集団で長時間生活する場所です。子

ども達が健康で安全に過ごすために日々の健康状態の確認や感染症予防へのご

協力をお願いいたします。また、予防接種については集団生活をしているため重

症化や感染予防のため定期接種以外の接種も効果があるといわれていますので、

お勧めします。お子様の健康把握のため（予防接種暦、罹患暦の記録管理をして

います）予防接種を受けた際にはお知らせください。 

 

個人情報保護 
個人情報の適切な保護のために独自のルール、体制を整え個人情報の適切な保

護に万全を尽くしております。 

また、職員に対しては入職時に、誓約書を取り交わすとともに、個人情報保護に

関する意識啓発に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

苦情解決 
苦情は私たちの保育の質向上につながるものと捉え、申し出のあったものにつ

いて協議し、解決に努めてまいりたいと思います。 

○苦情申し立てが合った場合の流れ 

・面接、電話、書面にて随時受け付けます。 

（苦情受付担当窓口または、直接苦情解決第三者委員へ） 

・担当者は、内容を確認し解決責任者及び、第三者委員へ報告します。 

(ただし第三者委員への報告を否定した場合は除きます) 

・第三者委員は申し出人に対し報告を受けた旨を通知します。 

・解決に向けて、責任者と申し出人との話し合いをします。 

(第三者委員の助言や立会いを求めることができる) 

○苦情解決が困難な場合 

・苦情解決が困難な場合は「北海道社会福祉サービス適正化委員会」に申し出

ができます。 

    北海道社会福祉サービス適正化委員会 

    〒０６０－０００２ 

    札幌市中央区北２条西７丁目 かでる２・７ ３階 

    ＴＥＬ ０１１－２０４－６３１０ 

    ＦＡＸ ０１１－２０４－６３１１ 

苦情解決責任者 

氏 名 電話番号 所 属 

細田 正幸 0135-32-3000 にき保育園 園長 

 

苦情解決受付担当窓口 

氏 名 電話番号 所 属 

齊藤 康子 

上野友記子 
0135-32-3000 にき保育園 主任保育士 

 

苦情解決第三者委員 

氏 名 電話番号 所 属 

田中 哲郎 

連絡先は園内に     

掲示しております。 

元学校長 

野村 広司 法人監事 

三浦 恵子 余市町民生委員 

津沢  誠 法人評議委員 
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にき保育園 平面図 
 

とまと室（２歳児）     遊戯室          園庭 

 

 

 

 

 

 

 

さくらんぼ室（０～１歳児） りんご室（５歳児）   ぶどう室（３～４歳児） 
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地域子育て支援拠点 おおきな木
 

地域子育て支援拠点事業とは 

地域子育て支援拠点 おおきな木は子育て親子が身近な場所で気軽に集まり、

親子同士の交流や、育児不安についての相談、子育てに関する情報提供、子育て

講習会等のイベントを実施している施設で、仁木町の委託を受け社会福祉法人

よいち福祉会が運営しています。 

 

設置主体 社会福祉法人よいち福祉会 

施 設 名 地域子育て支援拠点 おおきな木 

開    園 平成２５年１２月１日 

所 在 地  

〒048-2405 

北海道余市郡仁木町北町 1丁目 65番地 

ＴＥＬ0135-48-6160 ＦＡＸ0135-48-6177 

ＵＲＬ：http：//www.fruit.or.jp 

E-mall：nikihoikuen@fruit.or.jp 

開所日時 
月曜日から金曜日の週 5日開所 9：30～14：30 

（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始は休館） 

職員構成 にき保育園より専属職員が常勤 

事業内容 

○子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 

○子育て等に関する相談、援助の実施 

○地域の子育て関連情報の提供 

○子育て及び子育て支援に関する講習等の実施 

施設利用料金は無料です 
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ひろばの開放（交流の場の提供） 

絵本・図書コーナーでは絵本の読み聞かせをする親

子が活用したり、おしゃべりルームでは育児に関する

情報交換や体験談など話し合い交流を行っています。

のんびりルームは小さいお子さんと親子で遊べる部屋

で、ベビーベットや授乳室も設備しています。のびのびルームでは遊具や体を使

った大きな遊びができます。 

わくわくルームは雨の日や冬期間でも使用できる室内砂場が常設され人気の

部屋です。（施設利用料は無料となっています） 

また交流促進として各種イベントを行っており、親

子クッキングや季節行事のお楽しみ会、親子で遊ぼう

など企画しています。 

○「親子クッキング」では親子で作るサンドイッチや

お好み焼き、ケーキ作りなど親子で参加できるクッキングで、調理後は参加者

で試食会を行い交流します。 

○「季節行事」子どもの日お楽しみ会や七夕、ハロウ

ィン、クリスマスお楽しみ会などがあり、親子で七

夕の短冊などを作り季節行事を楽しみます。 

○「親子で遊ぼう」では親子で楽しく遊ぶことができ

る企画として、小さなお子さんから親子で簡単に遊

ぶことができる工夫をしています。（新聞紙を使った

千切り遊びなど） 

 

子育て関連情報 

 仁木町や医療機関などからの情報を掲示、資料を設置し各種情報の提供を行

っています。子育てに関する機関誌や情報誌なども絵本・図書コーナーに常設し

ております。 
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子育てに関する相談 

 仁木町住民課、保健課、母子通園センターなど各種関係機関と連携し子育てに

関する悩み相談を受けております。子どもの発達に関する不安やことばの遅れ

を感じているなど、様々な悩みを気軽に相談できる工夫をしています。必要に応

じて関係機関の紹介や連絡調整なども行っています。 

 

子育て講習会 

子育て・子育てに関する講習会を月に１度開催して

おります。講師の先生は多様で利用者のニーズを受け

入れた講習会を計画しています。 

簡単な離乳食作り、虫歯予防に関するお話しや、救命・

救急対応についての講座、仁木町保健師による講習会

など専門の講師をお招きして開催しております。 

遊びに関する講習会では親子で楽しめる内容とな

っています。 

 

絵本貸出一般開放 

おおきな木では独自の取り組みとして、定番の絵本から新

刊の絵本まで 1,400 冊ご用意し、親子で利用していただいて

おります。またご家庭でもお子様に絵本の読み聞かせができ

るよう絵本の貸出を行ってきまし

た。その絵本を仁木町在住の皆様

にもご利用いただけるよう 

毎月第 2、第 4 金曜日の 14 時 30 分から 15 時 30 分

までの 1 時間、おおきな木絵本コーナーを一般開放し

ております。 
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地域子育て支援拠点 おおきな木 平面図 
 のんびりルーム       絵本・図書コーナー      調理室 

 

 

 

 

 

のびのびルーム       おしゃべりルーム     わくわくルーム 
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アクセス 

 

にき保育園 

〒048-2406  

北海道余市郡仁木町西町 1丁目５２番地 

ＴＥＬ ０１３５－３２－３０００  

ＦＡＸ ０１３５－３２－３２００ 

ＵＲＬ：http：//www.fruit.or.jp  

E-mall：nikihoikuen@fruit.or.jp 

 

地域子育て支援拠点 おおきな木 

〒048-2405                

北海道余市郡仁木町北町１丁目６２番地   

ＴＥＬ ０１３５－４８－６１６０     

ＦＡＸ ０１３５－４８－６１７７     

ＵＲＬ：http：//www.fruit.or.jp      

E-mall：nikihoikuen@fruit.or.jp          

 

至　余市方面

に
き
保
育
園

仁木消防署

ＪＲ仁木駅

国道5号線至　倶知安方面

仁木町山村開発
センター

グランド

仁木小学校

仁木町役場

北海信用金庫

仁木支店

ガソリン

スタンド

おおきな木

五共ハイヤー

社会福祉法人よいち福祉会

にき保育園
地域子育て支援拠点

おおきな木

J R 函館本線仁木駅下車 徒歩５分

ﾊﾞｽ 国道５号線仁木町役場前下車 徒歩５分
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