
施 設 名 白鷺園保育所 住 所 姫路市本町 121 

所 ( 園 ) 長 黒田 美恵 設 立 年 昭和 24年 7月 

最 寄 駅 神姫バス野里門停留所徒歩 5分 電 話 222-4872 

定 員 
1号 15名 
2号 65名 
3号 25名 

ク ラ ス 
編 成 

1歳児 1クラス 
2歳児 1クラス 
  

3歳児 1クラス 
4歳児 1クラス 
5歳児 1クラス 

保 育 年 齢 1歳～5歳 Ｕ Ｒ Ｌ  

開 所 時 間 7：00～19：00 E - M A I L Hakuroenhoiku＠hakuroen.or.jp 

施設の一日 
年間行事の予定 保護者参加行事 

幼児の生活 乳児の生活 

7：00 開園 開園 4月  入園式・進級式  

 順次登所 順次登園    

8：00  自由遊び 5月 園外保育 5歳児 
（グリーンエコー笠形） 

保育参加日 
      

9：00 あそび おやつ 6月 水族館（3,4,5歳児）  

  設定保育  歯科検診 内科検診  

10：00 お散歩、絵本、 
わらべうた・律勤 

 7月 干潟遊び（5歳児）  

   縁日ごっこ（4歳児）  

    プール遊び 
 

 

11：00 設定保育 昼食 8月 七夕会 地蔵盆  

 昼食     

12：00 絵本 お昼寝 9月  親子パズル作り 
（5歳児）  お昼寝    

13：00   10月 遠足 運動会 
共同募金 

運動会 

     

14：00  おやつ 11月 
消防署見学 
親子パズル展 5歳児 
    （園内にて） 

老人交流会 
おまつりごっこ 

 おやつ・絵本 自由遊び 12月 クリスマス音楽会 クリスマス音楽会 

15：00 あそび・順次降園   おもちつき  

      
16：00  順次降園 1月 初詣  

    凧揚げ等お正月遊び   

17：00 時間外保育 時間外保育 2月 節分  

    生活発表会 生活発表会 

18：00 延長保育 延長保育 3月 ひなまつり会  卒園式 

    お別れ遠足  

19：00 閉園 閉園  修了式  

施設から一言  こんなことをしています 

世界文化遺産姫路城を仰ぎ、周辺には、文化施
設等恵まれた環境と自然を保育の場に生かして
おります。子どもは人とふれあいながら育つこ
とが大切です。いろいろな人や豊かな自然との
ふれあいの中で「子どもの心とからだ」を育てる
ために一人一人を大切に心のこもった保育をし
ています。又給食、おやつも当園にて調理し、ア
レルギーなどのお子様にも安心して食べて頂く
給食、手づくりおやつを実施しています。 

一時保育  □実施している ☑実施していない 

休日保育  □実施している ☑実施していない 

老人交流会 

体育教室（月 2回 4,5歳児） 
音楽教室（月 2回 4,5歳児） 

スイミング（月 2回 4,5歳児希望者のみ）         

     
祭事 どんぐり教室(園庭開放週 1 回（木)AM9:30～11:00 

1/2 成人式（10 歳卒園児）・ベビーマッサージ（月１回） 

クッキング（5歳児）月 1回 

 
 
注）掲載内容は、令和 4年 4月 1日現在のものです。 

令和 5年度は、内容が変更になることがあります。詳しくは施設にお問い合わせください。 
                                       白鷺園保育所  



※2号認定児とは、3歳児～5歳児のこと。（年度途中に 3号認定から 2号認定に変わった児童は含まない） 

＊詳しい内容は、直接施設に確認して下さい 

入所（園）時にかかる費用 

制服 上 4,250円 

その他 

・通園帽子：2,300円・通園カバン：3,090円 

・用品代：3,160円～8,110円 

(・出席シート・シール・連絡帳・名札 

・諸費袋・道具箱・カラー帽子・絵の具 

・絵筆・はさみ・のり・誕生日絵本・登降園カード 

・粘土セット・クレパス・マーカー・ファイル) 

体操服 

半袖 1,440円 

長袖 1,740円 

半ズボン 1,170円 

長ズボン 2,140円 

利用者負担額（保育料）以外に必要な費用 

保護者会費 510円/月 

その他 

＜3～5歳＞水族館バス代：220円 

＜4,5 歳児＞書写山バス代：220 円・ロープウェー

（4歳児）400円・（5歳児）400円 

＜4,5歳児希望者＞スイミング月 2回：2,420円/月

（送迎バス代込） 

＜5歳児＞グリーンエコー笠形バス代：600円 

干潟遊び（新舞子）休憩料：500円 

バス代：600円 

・卒業記念親子パズル制作材料代：1,100円 

※体操教室、音楽教室の利用者負担はありません 

絵本代 440～880 円/月 

アルバム積立 670円/月 

スポーツ振興

センター共済

給付負担金 

245円/年 

バス代 

片道 2,100円/月 

往復 4,000円/月 

※兄弟割引あり 

3,300 円/月 

 

家庭から持参いただく物品 

・給食セット（1，2歳児エプロン・ランチョンマット） 

＜1～4歳児＞・昼寝用布団・布団袋・パジャマ入れ袋（3・4歳児） 

（夏季のみ 5歳児：タオルケット） 

＜2～5歳児＞・手提げ袋（1歳児はマザーバッグ） 

注）掲載内容は、令和 4年 4月 1日現在のものです。 
令和 5年度は、内容が変更になることがあります。詳しくは施設にお問い合わせください。 

                                      白鷺園保育所  

敷 地 面 積 1,394.00㎡ プ ー ル ☑有 □無 

床 面 積 491.63㎡ 遊 戯 室 □有 ☑無 

構 造 鉄骨造 平屋建 

室内用エレベーター □有 ☑無 

多 目 的 ト イ レ □有 ☑無 

バ ス 送 迎 ☑有 □無 費用 片道 2,100円/月 往復 4,000円/月 
・往復 3,590円   （兄弟割引あり：往復利用 3,300円） 

年度途中ルート変更 □有 ☑無 □要相談 利 用 年 齢 1歳児～ 

範 囲 

最北 白国・保城 
 最南 南畝町 

最東 市之郷・日出町 

最西 南八代 

土 曜 日 共 同 保 育 □有 ☑無 

制 服 ☑有（2歳児～）□無 費用 
4,250円～  

※体操服 9,580 円(各１枚・鞄含む) 
 職 員 数 園長 1名 保育士 24名 調理員・その他 5名 看護師 1名 

給 食 費 
1号認定 5,030円/月（主食費：930円 副食費：4,100円） 
2号認定 5,430円/月（主食費：930円 副食費：5,430円） 
（1,2歳児の給食費は保育料に含まれています） 

給 食 形 態 

自園調理                              

アレルギー対応 ☑有 □無 
（詳しい内容は園に相談して下さい） 

離乳食対応   □有 ☑無 



延長保育料等 

 

階層 

1号認定預かり保育料 

平日 

7：00～9：00 

15：00～18：00 

土曜日 長期休業中 

A 200円/回 1,000円/月 

実施していない 実施していない 
B 200円/回 3,000円/月 

C 300円/回 5,000円/月 

※土曜日、長期休業（春休み・夏休み・冬休みなど）、行事の振替日等の預かり保育について、 

上記と異なる実施内容の場合がありますので、直接施設にお問い合わせください。 

 

階層 

2・3号認定延長保育料 

保育短時間認定 保育標準時間認定 

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

A 100円/回 100円/回 0円 0円 

B 200円/回 200円/回 600円/月 600円/月 

C 300円/回 300円/回 3500円/月 3500円/月 

※階層とは、扶養義務者の所得に応じた市民税額の合算額を区分化したもの 

      A：生活保護世帯 

      B：市民税非課税世帯 

C：活保護世帯、市民税非課税世帯を除く世帯 

 

駐車場について 

保護者送迎用駐車場 

なし 
 

備考 

東隣の「城の北駐車場」を利

用して下さい 

※雨天の日のみ園舎東側に 

駐車可 

行事用駐車場 

なし 

 

 

備考 

 

東隣の「城の北駐車場」を利

用して下さい 

 

前年度 5歳児（卒園児）の就学先（小学校） 

白鷺小中学校 城東小学校 八木小学校 

城北小学校 東小学校 野里小学校 

花田小学校 広峰小学校 城西小学校 

城乾小学校 水上小学校 船場小学校 

安室小学校 その他  

備考 

 
 
注）掲載内容は、令和 4年 4月 1日現在のものです。 

令和 5年度は、内容が変更になることがあります。詳しくは施設にお問い合わせください。 
 

                                       白鷺園保育所  



未就園児の子育て支援活動について 

一時保育 

なし 

 

体験保育 
プレ保育など） 

なし 

 

※兵庫県の補助事業である「私立幼稚園 2歳児子育て応援事業」を実施する認定こども園 

のみ記載しています。 

園庭開放 
あり 

【日時・回数】月 4回 木曜日 9：00～11：30  

【内容】   

園庭にて、自由に遊んで頂いています。園児の遊びの中に入ったり、 

好きな遊びを楽しんだりしながら、保育所の雰囲気を感じてもらえれ

ばと思っています。 

子育て支援活動 
あり 

【日時・回数】月 4回程度 木曜日その他 10：00～11：00 

【内容】 

・どんぐり教室（0,1歳児：ひよこクラス／2,3歳児：うさぎクラス） 

 各クラス 月 1回 

絵本の読み聞かせ・わらべうた遊び・季節の製作 等 

・「兵庫県乳幼児子育て応援事業」として、月 1回程度 

 ベビーマッサージ 等 

・子育て相談随時 

卒園児の 
放課後児童クラブ 

なし 

 

※今後の新型コロナウイルス感染状況に応じて変更・中止することがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）掲載内容は、令和 4年 4月 1日現在のものです。 

令和 5年度は、内容が変更になることがあります。詳しくは施設にお問い合わせください。 

 
                                    白鷺園保育所  


