
 

開  設/           1977年９月１日 

認可日/（認定こども園）    2015年11月20日 

法人理事/                 6名 

評 議 員/   7名  評議員選任・解任委員/ 3名 

法人監事/                 2名 

理事長・施設長/          難波 富江 

利用定員/265名（1号15名 2号135名 3号115名） 

職 員 数/                  74名 

園長1名     副園長１名     教頭１名          

主幹保育教諭2名  保育教諭52名  看護師2名 

調理員9名 （うち管理栄養士3名  栄養士3名） 

保育補助3名  子育て支援員2名   事務員1名 

嘱託医1名   嘱託歯科医1名   薬剤師１名 

私たちは緑に囲まれた太陽の輝く下で、 

乳幼児が秘める豊かで大きな可能性を、 

自らの力でのびのびと引き出せるように、 

時にやさしく時に厳しく援助し、 

すばらしい未来を創る人間性の基礎を培えう 

教育・保育をします。 

 ご意見をお聞かせください。皆様の

貴重な声をサービスの向上や改善に役

立て、明日のこども園づくりに生かし

たいと思います。 

 

 

 

 

 
 

<保育環境概要> 

●敷地面積  

せんにしの丘（本棟） 1708.86㎡ 

せんにし広場（幼児棟）1635㎡ 

  合計       3343.86㎡ 

●延床面積  

せんにしの丘（本棟） 1327.05㎡ 

       保育室８室他 

せんにし広場（幼児棟）296.22㎡ 

       保育室４室他 

  合計       1613.27㎡ 

●園庭面積 

せんにしの丘（本棟）    480㎡ 

せんにし広場（幼児棟）       900㎡ 

  合計            1300㎡ 

 

●全室冷暖房完備   

●オール電化設備 

●２０台分の送迎駐車場完備 

●非常通報装置完備（セコム社） 

〈実施事業〉 

●第２種福祉事業 

 延長保育 

 障がい児保育 

 一時預かり保育 

 休日保育事業 

 地域子育て支援拠点事業 

 

●自主事業 

 病後児保育事業 

 学童保育事業 

 

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・休日保

育・学童保育のお問い合わせもこちら

へどうぞ！ 
 

  個人情報は方針に基づき適正に扱います。 

クラス編成 
（2018年４月１日） 

０歳児  らっこ組 ３号／１2名   

１歳児 ぺんぎん組 ３号／４3名   

２歳児 まんぼう組 ３号／５0名   

３歳児 かもめ組  ２号／４９名 

          １号／   ３名 

４歳児 いるか組  ２号／５０名 

          １号／    3名 

５歳児 くじら組  ２号／５３名 

          １号／   ３名 

せんにし広場（幼児棟） 

せんにしの丘（本棟） 

 

 

 

 

 愛のあるところに生命が育まれるという信念で、 

命が尊ばれ、「個」が「共」に育つ保育を目指し、 

福祉の視点を忘れず、惜しみない愛ある保育を目指す。 

保育年齢  0歳～6歳 
      （生後43日目～就学前） 

 

開園時間  6時45分～22時00分 
 ・教育時間    9時00分～13時00分 

 ・保育標準時間  7時00分～18時00分 

 ・保育短時間   8時00分～16時00分 

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。 



 「いくたす」は、イトーヨーカドー福山店２Fにある地域

子育て支援センターで、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応じます。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2時間まで預かります。 

 予約制 084-931-6606まで。 

 

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。 

〈一時預かり保育利用料〉 
       平日6：45～22：00 

3歳未満児  半日（４ｈ以内）       １，２００円   

           一日（18：00まで）    ２，２００円 

3歳以上児  半日（４ｈ以内）        １，０００円 

           一日（18：00まで）    １，８００円 

〈一時預かり保育利用料〉 
日祝日7：00～21：00 

3歳未満児  半日（４ｈ以内）       １，２００円   

           一日（18：00まで）    ２，２００円 

3歳以上児  半日（４ｈ以内）        １，０００円 

           一日（18：00まで）    １，８００円 

休日加算   一人目              400円 

           二人目              200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時以降は別途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。 

※きょうだいは半額割引になります。 

※１９時以降を利用の場合必要に応じて夕食・軽食が 

  用意できます。（１食３００円） 

 

 お仕事の都合などで必要な方のために、朝６時

４５分から保育しています。 

保育標準時間利用者 

 6：45～7：00は当分の間は無料とします。 

※7：30以前の早朝に保育が必要な場合は「早 

  朝保育申込書」の提出が必要です。 

保育短時間利用者 

 6：45～7：30    １００円 

 ※7：30以前の早朝に保育が必要な場合は「早 

 朝保育申込書」の提出が必要です。 

１号認定 

 6：45～7：30    １００円 

※7：30以前の早朝に保育が必要な場合は「早 

 朝保育申込書」の提出が必要です。 

 市内の保育所等に通う２号・３号認定の児童を対象に、

保護者のいずれもが、休日に就労等で保育が必要な状

態であり、就労証明書等、当該事由を証明できる書類を

提出できる場合、休日保育として、一時的にお子様をお

預かりして保育しています。 

〈休日保育利用料（7：00～21：00）〉 
１日保育料 

  標準時間（7：00～18：00）      無料 

  短時間  （8：00～16：15）      無料 

認定時間を超える延長料金       

  標準時間（18：01～21：00）    ４００円（１時間毎） 

  短時間  （16：16～19：00）    ４００円（１時間毎） 

※１９時以降を利用の場合必要に応じて夕食・軽食が 

  用意できます。（１食３００円） 

※延長料金のきょうだい割引はありません。 

※必要書類の提出がない場合は、有料になります。 

 昼間、保護者のいないご家庭の小学生を、放課後や

土曜日、春・夏・冬休みに学年を超え、学び憩いの場

の支援をしています。 

（7：30～２1：００） 

〈学童保育料〉 
  月額 4,000円（平日のみ１８時まで） 

       6,000円（平日のみ１９時まで） 

        7,000円（平日のみ２０時まで） 

       8,000円（平日のみ２１時まで） 

※土曜日利用は、それぞれの月額に2,000円加算。 

   日額        500円（放課後～18時） 

             1,000円（7：30～18：00）       

 ※18時以降は別途１時間400円の延長加算。  

※20時以降を利用の場合必要に応じて夕食・軽食が 

 用意できます。（１食３００円）  

 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。発達について気に

なることがあれば、お問い合わせください。 

 
 保育者が地域の公園にでかけて、地域の親子と

一緒にあそびます。季節のあそびや園でしているあ

そびを紹介し、親子で一緒にふれあってあそびま

す。お気軽に育児相談の場へ。 

「おや親クラブ」「ボラン子クラブ」を通して中高生や地域の方

との交流を深めています。絵本の読み聞かせ、演奏会、工芸、

手芸の先生として、たくさんの力をいただいています。 

「ずーっとさんきゅうクラブ」は、小さくなったりもう使わなく

なった制服のリサイクルをしています。 

「体験ボランティア」 

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。 

  ●「せんにし広場」（月～金 9：00～16：00） 

 園内の子育て支援ルーム『ゆう遊さろん』で、サークル活

動や子育て講座などで、お家の方同士情報交換をされて

います。子どもたちには、年齢に応じたあそびをするなか

で、集団でのルールもしらせています。 

    月曜日  すくすくサークル（０歳） 

    火曜日  子育て講座（予約制） 

    水曜日  よちよちサークル（１歳） 

    金曜日  わんぱくサークル（２歳） 

 

TEL 084-955-5290 

E-mail fureai@ho19.jp 

 毎日の食事はとても大切です。せんにしの丘では、

農園で自分たちの野菜を育てています。無農薬で食

材を育てる中で、季節を感じ、味わいながら野菜を育

てています。そして子どもたちは、大切な命をもらって

いることを知ります。 

 また、楽しい食事のなかでマナーも身につけます。ア

レルギー除去食や体調不良の際の食事にも対応して

おります。 

 ●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。 

 
 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。必要な場合には、

おやつや軽食・夕食も用意しています。異年齢児保育で

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）〉 

保育標準時間利用者 

   月額   3,200円（18：01～19：00） 

          4,800円（1８：01～20：00） 

          5,500円（１８：01～21：00） 

          9,500円（１８：01～22：00） 

   日額     300円（18：01～21：00１時間毎） 

            500円（21：01～22：00） 

             以後１０分1000円 

保育短時間利用者 

   月額   5,300円 

    （19：00までの積算が月額を超える場合）  

   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 （１4：0１～１６：１５） 

          8,000円 （１４：０１～１８：００） 

         12,000円 （１４：０１～１９：００）  

    日額    ３００円 （１４：０１～１６：１５） 

            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） 

 せんにしの丘に通園している児童が、病気回復期

に集団保育が難しく、保護者がご家庭で育児を行

うことが困難な場合、子どもに負担がないよう、必

要最小限の時間で一時的に保育しています。 

〈健康支援保育料〉 
保育時間    最大8：30～18：00 

保育料      

半日利用（4時間）           1,000円 

 1日利用（4ｈを超えて8ｈまで） 2,000円 

  ８時間を超えて１時間毎        500円 

 就労等で保育を必要とする人のため、生後43日目からの

乳幼児をおあずかりしています。産休・育休明け予約も受

け付けています。休暇が明ける10日前から入園できます。

また出産前から予約できますので、お問い合わせください。 

 

 
●スイミング 

 年間を通じて体力づくりと水に親しむことをねらいとして、

月に２回フィッタ神辺に通います。費用は保護者負担となり、

希望者のみの参加です。（4・5歳児） 

●英語指導 

外国人の講師とふれあい、簡単なあいさつやゲームなどを

楽しみ遊びの中で英語に親しみます。（3・4・5歳児） 

●かきかた指導 

講師の先生と一緒に、線あそびやひらがなの形などに親し

み、50音を教えてもらいます。（4・5歳児） 

●うた指導 

講師の先生と一緒に昔から歌い継がれてきた童謡やわらべ

うたに親しみます。（3・4・5歳児） 

●たいそう指導 

講師の先生に来ていただき、からだのバランスや動きなどを

大切にしながら、鉄棒や跳び箱、縄跳びなどの運動につなが

る体作りをします。（3・4・5歳児） 

●鼓笛活動 

 ４歳児は鍵盤ハーモニカ、５歳児が楽器やカラーガードを担

当して取り組みます。みんなと力を合わせる素晴らしさを心

と体で感じ、やり遂げることで大きな自信につながります。 

 各サークル活動を通じて、ふれあいの場、あそびの場、まなびの場、育児相談の場をつくり、子育て家庭の応援をして

います。 
 ●「あい愛サークル」 月末火曜日9：30～11：30          

 言葉や運動発達などに遅れがある、友だちとの関係づく

りがうまくいかない、子育てが難しいと感じているおうち

の方と子どもたちを対象としたサークルです。 

 

●マタニティサークル 隔週火曜日13：00～14：30 

初めてのお母さんを対象に、様々な疑似体験や講座を

行っています。お気軽にご参加ください。 

 

●日曜日に園庭開放をしています。ご家族で遊びに来て

ください。 

●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。 

 すべての地域の子どもたちを受け入れ、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。 

●避難訓練・防犯訓練・交通指導 

毎月、様々な想定を考えて、真剣に取り組んでいます。 

●園外保育 

四季を通じて、園周辺に散歩に出かけています。体力づ

くりとして、また四季折々の自然に関心をもったり、園

周辺の社会に関心をもつこと、地域の人たちとのつな

がり、交通ルールを知るなど、様々な経験をしています。 

●食育保健指導 

栄養士や看護師のお話を通して食や自分の体に関心

を持ち、大切にする気持ちを育みます。 

 快適に安全に、楽しい空間の中で、みんなで食べる、

寝る、遊ぶ経験を通して、たくさんの人間関係を培い、

一緒に大きく成長しています。 

 行事としては、秋の運動会や冬の生活発表会の他、年

間に何度かおうちの方にもその成長を一緒に感じ、ふ

れあう機会として参観日や祭りもあります。 

 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。 

 
 

 地域から見える子育て支援を目標に、市

内の11保育施設の保育者がおでかけして、

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 

 保育者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。 

・毎月1回 支援センター通信を発行 

・ブログの発信をしています。「いくたす」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！ 

 
毎月1回発行中！ 

情報誌  

であい ふれあい めぐりあい 

   「もしもし電話・メール相談」 
子育て中の悩み、育児情報など、専任の保育者が相談

に応じています。どうぞお気軽にご利用ください。 

（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 


