
✿ 保育園等に入園したいと思ったら…
入園するには？

保育園、認定こども園、小規模・事業所内保育事業所のちがいはなあに？

複数の園を希望できますか？
・希望園数に制限はないため、複数の保育園を希望することができます。

ならし保育はできますか？

一日の流れ 園の行事

・育休復帰時または就労開始時には、その２週間前からを入園希望日として申し込み可能ですので、
　こちらをならし保育期間として利用することは可能です。

内容 対象年齢 保育時間 事業主体

保育園 定員20人以上の施設です。

企業が従業員のために設置する保育施設で、
地域において保育を必要とする子どもにも
保育を実施する受け入れ枠（地域枠）を設け
ています。

0歳～就学前 保育の必要に
応じて
8時間
～11時間

認定こども園
1号認定のみ
5時間

広島市

民間事業者
認定こども園
（保育園部分）

（地域枠）

7:30

9:30

10:00

11:30

13:00

15:00

16:00

　

18:30

（開園）

順次登園

おやつ

（0・1・2歳児）

あそび

給食（離乳食）

昼寝

おやつ

あそび

順次降園

（閉園）

✿進級のつどい　✿遠足　✿平和のつどい
✿定期健康診断（内科・歯科）　✿お別れ会 など

（保護者の方に参加していただく行事）
✿入園のつどい　✿運動会　✿発表会　✿保育参観
✿個人懇談　✿クラス懇談会　✿卒園式 など

※19：30まで延長保育を行っている園も
　あります。

【園の休園日…日曜、祝日、12/30～1/4】

詳しくお知りになりたい方は広島市ホームページから
ご覧いただけます。その他お知りになりたいことは、
直接園にお問合せください。

小規模保育事業所

事業所内保育事業所

幼稚園と保育園の機能や特長をあわせ持ち、
地域の子育て支援も行う施設です。 

定員6～19人以下の比較的規模の小さい
施設です。 

0 歳～ 2歳 民間事業者

※行事の内容は、各園で多少異なります。

広島市公立保育園・認定こども園の一覧

広島市のホームページ ページ番号  5248

生活やあそびは
学びがいっぱい

せい　　かつ

まな

広島市公立保育園・認定こども園
ひろ しま いく えん えんにん ていこう りつ ほし

子育て支援

命を守る

こ そ だ

いのち ま も

し え ん

～一人一人がかけがえのない大切な存在です～
ひとりひとり たいせつ そんざい

～保護者の子育てを支えます～
ほ  ご  しゃ こ そだ ささ

～災害等に備えています～
さいがいなど そな

８月６日平和記念日

保育参観

安心安全な保育環境

職員の救急救命研修避難訓練

個人懇談

国際平和文化都市広島に育つ子どもたち。
命の大切さや平和について伝えていきます。

日々の保育や園の行事などを通して
子どもの育ちを喜び合います。

安全に過ごせるよう、園の施設点検
や整備を定期的に行っています。
睡眠中も呼吸や顔色の確認をして
います。

火災や地震、洪水や土砂災害、不審者等の訓練を
月１回以上行い、災害等の非常事態に備えています。

乳幼児突然死症候群
やプールの事故等に
備えて、救急救命研修
を受けています。
（全園にAEDを設置）

園や家庭の様子を伝え合い、
育児の悩みを一緒に考えます。

（保護者の声）

・いろいろな触れ合い
あそびを紹介してもら
いました。家でも遊ん
でみようと思います。

・はじめての子育てで
不安なことばかり。　
保育士さんに話を聞
いてもらって、少し安
心しました。

平和教育
へ い わ きょういく

・各区福祉課の相談窓口で入園受付をしています。
保育園等の情報は、各区福祉課の　　保育サービスアドバイザーへご相談ください。



広島市公立保育園・認定こども園ってどんなところ？
ひろしま し こうりつ にんてい えんほいくえん

園での生活やあそびが小学校での学びへとつながっていきます。
えん しょうがっこうせいかつ まな

いつから入園できるの？

砂場って衛生的なの？

公立園の大切に 
しているところは？

公立の認定こども園は
あるの？

小学校とはどのように
連携しているの？ 

食物アレルギーが
あるけど大丈夫？ 

園に行ってもいいの？

園にはどんな先生が
いるの？ 

発達が気になるけど・・・  
園ではどんな対応をしているの？ 

産休明け 8 週（生後57日）
より入園できます。

食物アレルギーのあるお子さまを対象に
アレルギーの除去食を提供しています。

砂場は、猫等が入らないよう、シートで覆って
います。定期的に掘り起こして日光消毒を行い、
いつでも安心して遊べるようにしています。

保育所保育指針等にもと
づき、豊かな環境のもと
で保育を実践し、生きる
力の基礎を培います。 

子どもの健康と安全を守り、
あたたかい心の触れあいの
中で、人への信頼感や安心感
を持って過ごせるようにし
ています。  

平成27年度より阿戸認定こども園を、
開設しています。 

年長児と小学生が交流しています。 
子ども達は 一年生への憧れが芽生え、
就学への期待が高まります。

園での子どもの育ちを小学校へ
伝えるための資料を作成し、小学校へ
送付しています。

きんさい！みんなの保育園事業では、地域の
子育て家庭の親子が園開放に参加して
いろいろな遊びを楽しんでいます。

子育て相談や園見学を行って
います。いつでも、どなたでも
お電話ください。 

保育士は、全員国家資格を
有し、専門性をもって保育
をしています 

若い職員と経験豊かな職員
が連携しています。 

研修に参加し、最新の知識
を学び、保育に取り入れて
います。

必要に応じて関係機関と連携し、発達支援
を行っています。 
＊関係機関　　・保健センター
　　　　　　　・こども療育センター
　　　　　　　・児童相談所　　　等

子どもの姿から、保育の中でより良い
支援を考えていきます。 
 （各園に発達支援コーディネーターの研修を
受けた保育士がいます。） 

～おいしい給食をいただきます～
きゅうしょく

・心身ともに健康な生活をおくる
様々な運動あそびを通して十分に体を動かして遊んだり、生活習慣や生活リズムを身につけたりしながら、
健康で安全な生活を送ります。

・自然とかかわり、発見し、創造する
自分のまわりの環境に好奇心や探求心を持ってかかわり、物の性質や数量・文字などに興味をもち、生活
に取り入れて遊びます。 

・感じて、気づいて、表現する
感じたことを言葉やしぐさなどで表現することを通して、豊かな感性や表現する力が育ちます。 

・人とかかわり、言葉で伝えあう
経験したことや、思ったことを自分の言葉で表現し、伝え合う喜びを味わい、言葉への関心が高まります。

・考え、工夫し、協力して遊ぶ
友だちと一緒に活動する中で、共通の目的を見出し、協力して物事をやり遂げる楽しさを味わいます。

しんしん

しぜん

かん

ひと

かんが くふう あそきょうりょく

ことば つた

き ひょうげん

はっけん そうぞう

けんこう せいかつ

たの

～ワクワクする楽しいあそびがいっぱい～

ハイハイたのしいな どんぐり拾い

園で調理

園栽培と収穫

離乳食 給　食

坂のぼり

ままごと 泥んこあそび絵の具あそび

呼びかけにこたえて、大好きな保育士
のところまで一生懸命ハイハイして
いきます。 

いろいろな役になって遊びます。 
友達への関心が広がり一緒に遊び
たい気持ちが膨らみます。

感触を楽しみながら開放感を味わいます。

形、色、大きさなど色々な発見が、
好奇心を膨らませます。 

安心・安全な給食を温かいうちにいただき
ます。心と身体の成長を支えています。

みんなで育て収穫した野菜を食べます。見て触れて、
一緒に味わう事で食べる意欲を高めます。 

食材の味や食感を確かめながら食べます。
食べようとする意欲の芽生えを育みます。

＜毎月１９日はわ食の日＞
「和」…バランスの取れた日本食
「輪」…食卓を囲む家族団らん 
「環」…環境に配慮 

地元で採れた旬の食材や行事食など
季節感を味わいながら食べています。

全身を使って何度も
挑戦して登ります。

リズムあそび おみせやさんごっこだんごむし み～つけた

はかせてあげるよ ドッジボール積み木あそび

音楽やリズムにあわせていろいろな
動きを楽しみながら、全身の発達を
促します。 

0歳から6歳までの子ども達が
かかわる中で、憧れや思いやり
など優しい気持ちが育ちます。

役割を分担したり協力したりして、 
言葉を通して友達と心を通わせます。

ルールを守って遊ぶからこそ楽しい！
心と体が豊かに成長し、健康な生活を
おくります。

自分の思いや考えを伝え合い、 
友達と一緒に工夫して作ります。 

小さな生き物に触れる機会を 
通して命の大切さに気づきます。

～生活やあそびから育つ子どもの姿～
せいかつ そだ すがたこ

あそび

食育
しょくいく
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✿ 保育園等に入園したいと思ったら…
入園するには？

保育園、認定こども園、小規模・事業所内保育事業所のちがいはなあに？

複数の園を希望できますか？
・希望園数に制限はないため、複数の保育園を希望することができます。

ならし保育はできますか？

一日の流れ 園の行事

・育休復帰時または就労開始時には、その２週間前からを入園希望日として申し込み可能ですので、
　こちらをならし保育期間として利用することは可能です。

内容 対象年齢 保育時間 事業主体

保育園 定員20人以上の施設です。

企業が従業員のために設置する保育施設で、
地域において保育を必要とする子どもにも
保育を実施する受け入れ枠（地域枠）を設け
ています。

0歳～就学前 保育の必要に
応じて
8時間
～11時間

認定こども園
1号認定のみ
5時間

広島市

民間事業者
認定こども園
（保育園部分）

（地域枠）

7:30

9:30

10:00

11:30

13:00

15:00

16:00

　

18:30

（開園）

順次登園

おやつ

（0・1・2歳児）

あそび

給食（離乳食）

昼寝

おやつ

あそび

順次降園

（閉園）

✿進級のつどい　✿遠足　✿平和のつどい
✿定期健康診断（内科・歯科）　✿お別れ会 など

（保護者の方に参加していただく行事）
✿入園のつどい　✿運動会　✿発表会　✿保育参観
✿個人懇談　✿クラス懇談会　✿卒園式 など

※19：30まで延長保育を行っている園も
　あります。

【園の休園日…日曜、祝日、12/30～1/4】

詳しくお知りになりたい方は広島市ホームページから
ご覧いただけます。その他お知りになりたいことは、
直接園にお問合せください。

小規模保育事業所

事業所内保育事業所

幼稚園と保育園の機能や特長をあわせ持ち、
地域の子育て支援も行う施設です。 

定員6～19人以下の比較的規模の小さい
施設です。 

0 歳～ 2歳 民間事業者

※行事の内容は、各園で多少異なります。

広島市公立保育園・認定こども園の一覧

広島市のホームページ ページ番号  5248

生活やあそびは
学びがいっぱい

せい　　かつ

まな

広島市公立保育園・認定こども園
ひろ しま いく えん えんにん ていこう りつ ほし

子育て支援

命を守る

こ そ だ

いのち ま も

し え ん

～一人一人がかけがえのない大切な存在です～
ひとりひとり たいせつ そんざい

～保護者の子育てを支えます～
ほ  ご  しゃ こ そだ ささ

～災害等に備えています～
さいがいなど そな

８月６日平和記念日

保育参観

安心安全な保育環境

職員の救急救命研修避難訓練

個人懇談

国際平和文化都市広島に育つ子どもたち。
命の大切さや平和について伝えていきます。

日々の保育や園の行事などを通して
子どもの育ちを喜び合います。

安全に過ごせるよう、園の施設点検
や整備を定期的に行っています。
睡眠中も呼吸や顔色の確認をして
います。

火災や地震、洪水や土砂災害、不審者等の訓練を
月１回以上行い、災害等の非常事態に備えています。

乳幼児突然死症候群
やプールの事故等に
備えて、救急救命研修
を受けています。
（全園にAEDを設置）

園や家庭の様子を伝え合い、
育児の悩みを一緒に考えます。

（保護者の声）

・いろいろな触れ合い
あそびを紹介してもら
いました。家でも遊ん
でみようと思います。

・はじめての子育てで
不安なことばかり。　
保育士さんに話を聞
いてもらって、少し安
心しました。

平和教育
へ い わ きょういく

・各区福祉課の相談窓口で入園受付をしています。
保育園等の情報は、各区福祉課の　　保育サービスアドバイザーへご相談ください。
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