
名    称/      幼保連携型認定こども園 せんだの森 

開  設/       2006年  4月  １日（千田保育所）  

認 可 日/            2015年11月20日（せんだの森） 

評 議 員/       7名    評議員選任・解任委員会/  3名 

理  事/                                  6名 

監  事/                              2名 

理 事 長/                                 難波 富江 

園  長/                          冨増 仁美                        

利用定員/       155名（1号10名 2号86名 3号59名）  

職 員 数/                                              44名 

      園長1名 教頭1名 主幹保育教諭2名 保育教諭34名          

  事務1名 看護師1名 管理栄養士2名 栄養士1名 調理員1名         

嘱託職員/             内科医 1名 歯科医 1名 薬剤師 1名         

          ＜保育環境概要＞ 

●敷地面積 1604.14㎡ ●園庭面積 700㎡ 

●延床面積 1088.85㎡ 保育室 ８室他 

●準耐火構造の木造大断面２F建 

●床は杉やナラ、リボス社ワックスを使用 

●エレベーター（３人乗り）を完備 

●全室冷暖房完備 ●オール電化設備 

●近隣に20台の送迎駐車場 

●非常通報装置完備（セコム社） 

＜実施事業＞ 

第2種福祉事業 

 保育所事業（延長・障がい児保育事業） 

 地域子育て支援拠点事業 

 一時預かり事業 

 

＜年間行事ついて＞ 
 

 行事は保育のひとつの場面であり、行事は子どもたちだけで行うものと保護者

の方にも参加していただくものとあります。前者は、季節や伝統を大切に様々な

体験をするもので、後者は、おうちの方に子どもの日々の成長を一緒に見て、感

じて、考えて、体験する機会と捉えています。それぞれをほぼ毎月１回程度行っ

ています。祖父母の方を対象にした行事や卒園児、希望者の行事もあります。 

 

春（調整期）    入園式 家庭訪問   バス遠足 ランチ参観 こどもの日の集い 

                       菜園まつり   保育体験 卒園児の集い 

夏（充実期）  保育参加日 田植え（くま組） 七夕の集い  

         夕涼み会（くま組） プール参観   平和の集い  

秋（実践期）  保育体験 ふれあいお月見会 運動会 秋まつり   

         稲刈り（くま組） 焼き芋会   学区敬老会・文化祭 

冬（発展期） クリスマス会 ニ者面談 生活発表会 春を待つ会  

        ミニ発表会 保育参加日 お楽しみ会 卒園式 

   

毎月 発育計測 避難防犯安全指導 食育保健指導 交通安全指導 菜園活動 

   ※くま組のみ 書道の時間（月2回） せんだの里訪問（月１回） 
 

★保護者会の活動 

 子どもの育ちや保育のことを園と一緒に考えて活動をしています。 

 運動会や秋まつりのお手伝いをはじめ、絵本の維持管理や懇談会の 

 進行を協力していただいています。 

 

＜ひとつの理念＞ 
 

        
 

 

  愛のあるところに生命がある。 

  ひとりひとりが尊ばれ、一緒に育つ環境を目指し、 

  福祉の原点を忘れない活動を行う。 

 

 ＜育ちの五目標＞ 
  

 

 

●希望を抱き、元気に生きる子ども 
愛し愛されて育つ 

夢をもち明るく生きる 

みんなと力をあわせて楽しくすごす 
 

●自分からできる、前向きな子ども 
時間をみて自分からする 

身の回りのことができる 

できることによろこびを感じる 
 

●しなやかなで、たくましい子ども 
よく遊び よく食べ よく休む 

身の安全を守れる 

柔軟に取り組み 最後までやり抜く 
 

●何事も興味を示す、考える子ども 
人の心や物の仕組みを知り 豊かに表現できる 

はなしを聞き 自分の考えを伝える 

自然や社会とともに生きる 
 

●素直な心をもつ、やさしい子ども 
よいと思うことを 勇気をもってする 

ありがとう ごめんなさいが素直に言える 

まちを愛し ひとを思いやれる 

＜活動の七方針＞ 
  

わたしたちは 
 

笑顔で子どもたちをむかえます。 

成長と安全を家庭と見守ります。 

個性を尊重して平等に接します。 

生きる力が育つ環境を創ります。 

円滑な就学に向け連携をします。 

親子が共に育つ支援を考えます。 

持てる力で地域に貢献をします。 



 保護者の方のお仕事や病気、急な出来事で、ご家庭で

保育ができない場合、一時的にお子様をお預かりして保

育しています。 
預かり時間（８：００～１９：００）※事情により７：００～利用可能 
 

＜一時預かり保育利用料＞ 
3歳未満児 半日（４ｈ未満）         １,2００円   

          一日（18：00迄）       ２,２００円 

3歳以上児 半日（４ｈ未満）       1,000円   

           一日（18：00迄）          1,8００円 

※半日保育4ｈ以上は別途1時間４００円の延長加算。 

※1日保育18：01以降は別途1時間４００円の延長加算。 

※おやつ・昼食代は、上記料金に含みます。 

 お仕事の都合などで、延長保育や預かり保育が必要な

場合、以下のように保育をしています。手作りおやつも用

意し、あたたかい環境で過ごしています。 
 

＜延長保育料（２号・３号認定）＞   

保育標準時間認定    月額 ３,２００円  

                    日額   300円 （１８：０１～１9：0０） 

                                以後３０分 ３００円 

保育短時間認定      月額 5,300円 

                    日額   ３00円 （１６：１６～１７：００） 

                           ３００円 （１７：０１～１８：００） 

                           ３００円 （１８：０１～１９：００）                   

                                以後30分 300円 
 

 

＜預かり保育料（１号認定）＞   

平日の預かり保育   月額  ３,0００円 （１３：３１～１６：１５） 

                        8,000円 （１３：３１～１８：００） 

                       12,000円 （１３：３１～１９：００）  

                  日額    ３００円 （１3：３１～１６：１５） 

                          6００円 （１６：１６～１８：００） 

                          ３００円 （１８：０１～１９：００）                         

長期休暇中・土曜日 日額  1,000円 （～１6：１５） 

                          ６００円 （１6：１６～１9：００） 

 子育て中の悩みや育児支援、DVや虐待の他、園について

の問い合わせなどは、子育て支援専任者が相談に応じてい

ます。 

●相談電話   084-955-0078 

●相談メール niko2@urban.ne.jp 

●ふれあう保育 

  祖父母を招いて、お月見会やもちつきなど伝統文化を通

じてふれあう場をもっています。子どもたちといっしょの季節

の食事もたのしみのひとつです。  

●地域交流 

 くま組は毎月1回地域の老人保健施設の「せんだの里」さ

んと交流活動をしています。また、地域の方のご厚意により、

近くに「ふれあい菜園」を借りて菜園活動をしています。くま

組は稲作体験もしています。 

 毎日の食事はとても大切なこと。昼食だけでなく、お

やつも管理栄養士の手作りを基本としています。栄養

や味はもちろん、地元の季節の食材を用いたメニュー

を作っています。食育計画では、クッキングや菜園活動

など食に対する関心を高め、食事を通じてのマナーや

友だちと楽しく食べる時間をもっています。 

●3歳以上児には完全給食を用意しています。 

  ※別途1000円／月 

●アレルギーや体調不良時にも細かく対応しています。 

 保育実習の他、長期休み中の中学生、高校生、大学生を対

象に体験ボランティア、園の見学を受け付けています。 

 保育士になりたい方、実習園を探されている方、就職希望の

学生、保育士試験受験生など・・・ 

 お気軽に、お問い合わせください。給食も体験できますよ。 

8：00より前と16：00～16：15までは当分の間無料。 

●入園方法 

（２号・３号認定／保護者の就労を要件とする入園） 

 福山市または園でお配りする申込書等に記入をいただき

ます。審査（利用調整）の上、園との直接契約により入園で

きます。原則毎月１日と１０日の入園になります。書類締切は

各々前月１５日と２５日です。詳しくは福山市児童部庶務課

（084-928-1047）または園までお問合せください。 

（１号認定／主に教育を目的とした入園） 

 毎年11月頃に翌年の４月に入園する児童の募集要項を発

表します。入園は原則先着順で、定員を超える場合は抽選

となる場合があります。入園決定後に、１号認定の支給認定

申請を行い、園との直接契約により入園できます。 

 

●保育料の決定とお支払い 

 毎年９月（４月）に前年の住民税額により福山市の定める

保育料が決定されます。お支払いは、園が指定する金融機

関（福山市農協）に口座を開設していただき、口座振替をお

願いしています。保育料とその他費用を一括して翌月２７日

に振替えますので、それまでにご用意いただきます。 

●その他費用 

 毎月保護者会費３００円、3歳以上児は絵本代として４００円

程度かかります。また新入園時に、実費として各種道具や活

動服などで最高で１万円程度かかります。 

 就労等で保育を必要とする人のため、生後43日目か

らの乳児をお預かりしています。 

 産休・育休明け予約も受け付けています。休みが明け

る１０日前から入園できます。出産前より予約できますの

で、お問合せください。 

 個別の援助や定期的な発育相談を行っています。心身

に障がいのあるお子様でも、保育が可能な場合は入園

ができます。発育・発達の気になることがあれば、お問合

せください。 

 ●木の香りのあふれる保育環境 

２００７年2月に完成して今年で11年経ちます。全国初の

保育室が2階にある木造園舎です。全室冷暖房です

が、自然換気に優れた建物になっています。クラシック

のＢＧＭに包まれ、やすらいだ空間になっています。 

 ご意見をお聞かせください。皆様からいただいた

貴重な声を教育・保育の質の向上や改善に役立て、

明日のこども園づくりに生かしたいと思います。 

 入園のご相談、地域子育て支援センターの活動、

一時預かり保育のお問い合わせもこちらへどうぞ！ 

 

●認定こども園とは… 

  教育と保育を一体的に行う施設であり、保育所的要素と幼

稚園的要素を兼ねた施設です。入園できる子どもは、主に教育

を目的とする１号認定と保護者の就労等を要件とする２・３号認

定があります。また、２・３号認定は就労時間の長さなどにより、

保育量（預かる時間）が、短時間（８時間）と標準時間（11時間）

に分かれます。 

  全ての地域の子どもたちを受入れ、生活や教育の環境が

整った中で、子どもたちの主体性を育み、生きる力の基礎を培

います。 

●複数担任制 

  せんだの森では、全クラス複数担任によるクラス運営をして

います。子どもたちの様々なシグナルにも敏感に対応し、確か

な身辺自立や人と向き合う力を育てます。 

●書道指導 

  くま組では、玉葉書道会の中村文美先生他２名の先生によ

る丁寧な書道指導をしています。豊かな感性を育むだけでな

く、物を大切にする心、話しを静かに聞く力も育ちます。 

●避難訓練・防犯指導・交通指導 

  毎月実施する生命を守るための取り組みは、様々な想定を

考えて真剣に取り組んでいます。日頃の備えをしっかりするこ

とで、生き抜く力が育ちます。 

●充実した絵本と保育教材 

  自由に借りられる２０００冊の園文庫があります。ご家庭で子

どもと一緒に絵本を読むことができます。積木などの保育教

材もたくさんあります。 

＜にこにこ広場＞   
週３日（月～金曜日） ９：00～1４:00  ※土日もあり（不定期） 
 

■親子による、親子のための親子提案型・自主運営型のサークルです。 

■給食体験の他、お弁当やおやつを持参のされれば、午睡（おひるね）も含めて、1日中過ごしていただけます。 

■園の毎月ある季節行事にも参加できます。ハロウィンなどイベントもあります。 

■自由に参加でき、ふれあい、あそび、学びの場をつくり、交流を通じ家庭への子育てを支援しています。 

■ママさんボランティアの参加も大歓迎です。 
 

＜育児相談＞  
 電話やメールでの相談は、月～土の毎日19：00まで受けております。 
■離乳食の作り方、夜泣き、排泄、発達、専門機関との連携など、お気軽にご相談ください。 
 

  ■訪問相談・・・ご家庭に伺い、子育ての悩みをお聞きし、一緒に考えます。 

 ■電話相談・・・TEL 084-955-0078    FAX 084-955-9677 

 ■メール相談・・niko2@urban.ne.jp 

 

毎月1回情報誌『にこにこ通信』を発行 

ホームページにも掲載中 

園や公民館に置いてあります。 

自由な空間を自由に使える・・・。そんなひろばです。 

保育士とおかあさん友だち同士で楽しい時間を過ごしますよ！！ 

自分で実現したいサークルのかたちを応援します。 

 地域から見える子育て支援を目標に、市

内11の保育施設の保育教諭がおでかけし

て、一緒にあそびます。 

 誕生会や絵本の読み聞かせ、季節の手あ

そび、製作あそびなど毎回テーマをもって保

育所でしているあそびを紹介し、一緒にふれ

あっています。 

084-955-5070（せんにしの丘）まで。 

 毎月1回発行中！ 

・情報誌『ほいくの園』 

・地域誌「ぷれすしーど」に 

 活動スケジュールを掲載中 

フジグラン神辺店2Ｆ キッズパーク 

 保育士がフジグランにおでかけして、

少人数の環境のなか、子育ての相談に

応じています。 

 予約をしていただければ、個別の相談

もお受けしています。 

9：00より前と13：00～13：30までは当分の間無料。 

 円滑な小学校接続に向けて、保護者や小学校や地域

の関係機関と連携を図っています。学区の行事にも積

極的に参加しています。 

  主幹保育教諭の配置により、育児相談を充実させ、地

域の育児環境の向上にも努めています。 

 「いくたす」は、イトーヨーカドー福山店２Fにある遊び

場で、誰でも気軽に立ち寄れます。 

 週６日ほど開所しており、土曜・日曜・祝日も開いて

いる日があります。（開所日は不定期です。） 

 開所時間は１０時００分～１６時００分です。 

詳細はHP http://www.1024.ho19.jp 

または 084-931-6606 まで。 

 いくたすには、ベテランの保育士や栄養士がおり、

様々な子どもに関する相談にのります。また毎月１回、

保健師による発達相談も実施しています。 

  「親の力」を学び合う学習プログラムなどの育児講

座も開催しています。 

 買い物や冠婚葬祭など短い時間での一時預かり

を実施しています。 

1時間 2００円で最高３時間まで預かります。 

 予約制 084-931-6606まで。 

・毎月1回 情報誌『いくたす通信』を発行 

・ブログの発信をしています。「いくたす福山」で 

 検索をしてください。 

・ボランティアや見学も歓迎します。お気軽に！ 

十分な保育教諭を配

置して、ひとりひとりと

向き合う教育・保育の

実践を行っています。 

（認）福山こどもあゆみ園／（認）大門未来園／明浄保育園 

（認）ののはまこどもえん／（認）たじりこども園／（認）草戸こども園 

（認）大津野こども園／（認）せんだの森／（認）せんにしの丘／御幸保育所 

子育てサポートステーションいくたす  以上市内11施設 


