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４ 幼保小の連携教育の推進 
①幼保小連携カリキュラムの研究推進 

・育ちをつなぐ幼保小連携教育推進事業（県教委・指） 
②幼保小の相互理解の推進 
③幼保小連携機関の設置促進 
④教員・保育士の合同研修の推進 

５ 地域ぐるみの教育の推進 
①地域ぐるみ活動の促進 
 ・地域組織活動助成事業（福祉保健・児） 
②異年齢・異世代の交流促進 

・特別保育事業（保育所地域活動事業）（福祉保健・家）

・高校生保育体験への助成（環境生活・私） 
③開かれた園・所づくりの推進 

・「“学校へ行こう”週間」の実施（県教委・学経） 
④幼児教育振興計画策定の推進 
 

１ 教育内容の充実 
①教育課程・保育計画の充実 
 ・幼児教育実態調査（県教委・指） 
 ・教育課程編成資料の作成（県教委・指） 
②しなやかな心とからだ育ての充実 
 ・道徳性を培う活動等の充実に関する調査研究（県教委・指）
③ことば育ての充実 
 ・広島県子ども読書活動推進フォーラム（県教委・生） 
④きめ細かな保育の充実 
 ・ティーム保育への助成（環境生活・私） 

３ 教員・保育士の資質の向上 
①研修機会の充実 

・幼稚園教育課程理解推進事業（県教委・指） 
・新規採用教員研修（県教委・指） 
・10 年経験者研修（県教委・指） 

②自主的な研修の推進 
・幼児教育ホームページの開設（県教委・指） 
・公立幼稚園団体の研修への補助（県教委・指） 
・保育所団体の研修への助成（福祉保健・家） 
・私立幼稚園団体の研修への助成（環境生活・私）  

③研究公開の充実 
④市町村間連携の推進 

・国内外派遣研修への助成（環境生活・私） 

□幼児教育調査実施（平成 15･18 年度） 
 
□広島県幼児教育推進研究協力者会議報告書（一年次）
を作成し，取組みの重点を提示 

（平成 18年度） 
 ・県内全ての幼稚園・保育所へ配布 約 1000 部 

 

□幼児の育ちの状況 （平成 15 及び平成 18 年度幼児教育調査）

 

 

 

 

 

 

 
 
 
□子育て支援 

親が集い，語り合えるつどいの場や地域全体で子育てを支

援する基盤を整備するための子育て支援センターの設置

促進，家庭教育手帳・ノートの配布等子育て情報の充実な

ど，子育て支援の取組みが充実した。 

（平成 18 年度）

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
□公立・私立の幼稚園・保育所の合同研修の実施 

・ 

園長等運営管理協議会等 ３回 

【参加内訳及びのべ参加者数】 

幼稚園：232 人，保育所：144 人   

【研修内容】 

「子どもを取り巻く環境の変化を踏まえた今後の幼児教育の在り方について」 

「幼稚園・保育所における子育て支援の在り方について」 

「ちょっと気になる子どもの理解と対応」   等 

（平成 18 年度） 

 

 
□幼児教育資料作成（幼稚園における教育の質の向上の
ためにー学校評価の充実を目指してー）        

（平成 16年度） 
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平 成 15 年 度 から 平 成 17 年 度 に お け る実 施 計 画 平成 15･16･17･18 年度の主な成果 

２ 子育て支援の充実 
①保護者の交流の場の設置と父親の保育参加の促進 
 ・親子よろこびの広場事業（福祉保健・児，夢） 
 ・家庭教育フォーラム－おやじサミット－（県教委・生）

②地域ボランティアの育成と活用の推進 
 ・子育て支援ネットワークの充実事業（県教委・生） 
 ・民間子育てサービスネットワーク事業（福祉保健・児）

 ・地域組織活動育成事業（福祉保健・児） 
③子育て支援ネットワークの整備 
 ・ファミリーサポートセンター事業（福祉保健・家） 
 ・地域子育て支援センター事業（福祉保健・家） 
 ・子育て支援活動への助成（環境生活・私） 
 ・子育てサポートセンター設置促進事業（福祉保健・家）

④園・所運営の多機能化の推進 
 ・子育て支援情報の提供（県教委・指） 
 ・子育て学習全県展開（県教委・生） 

・特別保育事業（福祉保健・家） 
 ・預かり保育への助成（環境生活・私） 
⑤子育て情報の充実 

・子どもセンター事業（県教委・生） 
 ・学校内外を通じた奉仕活動体験活動推進事業（県教委・生） 
 ・家庭教育手帳の配布（県教委・生） 
 ・地域子育て支援センター事業（福祉保健・家） 
 ・子育てガイドブックの作成・配布（福祉保健・児，夢）

 

教育内容の充実 

教員・保育士の 
資質の向上 

幼保小の連携 
教育の推進 

地域ぐるみの 
教育の推進 

子育て支援の充実 

幼児教育実施計画 －平成 20 年度～平成 22 年度－ 

①幼保小連携カリキュラムの研究推進 
・幼児教育調査研究事業（県教委・指）（再掲） 

②幼保小の相互理解の推進 
③幼保小連携機関の設置促進 
④教員・保育士合同研修の推進 
⑤教育・保育等の総合的な提供の推進 

①地域ぐるみ活動の促進 
 ・幼児教育推進フォーラム（県教委・指） 

・あいさつ・声かけ運動の推進（環境県民・県） 
②異年齢・異世代の交流促進 

・高校生保育体験への助成（環境県民・学） 
③開かれた園・所づくりの推進 

・インターネット環境整備への助成（環境県民・学） 
・「“学校へ行こう”週間」の実施（県教委・学経） 
・子育て支援活動への助成（環境県民・学）（再掲） 

④幼児教育振興計画等に基づいた施策の推進の支援 

①教育課程・保育課程の充実 
 ・幼児教育調査研究事業（県教委・指） 
 ・私立幼稚園団体の研究への助成（環境県民・学） 
②しなやかな心とからだ育ての充実 
 ・「食べる！遊ぶ！読む！」キャンペーン（県教委） 
③ことば育ての充実 
④きめ細かな保育の充実 
 ・ティーム保育への助成（環境県民・学） 

①研修機会の充実 
・新規採用教員研修（県教委・指） 
・10 年経験者研修（県教委・指） 
・新教育課程等説明会（県教委・指） 

②自主的な研修の推進 
・公立幼稚園団体の研修への補助（県教委・指） 
・保育所団体の研修への助成（健康福祉・こ） 
・私立幼稚園団体の研修への助成（環境県民・学） 
・国内外派遣研修への助成（環境県民・学） 

③研究公開の充実 
④市町間連携の推進 

①保護者の交流の場の設置と父親の保育参加の促進 
 ・地域子育て支援拠点事業（ひろば型）（健康福祉・こ） 

・地域における家庭教育支援基盤形成事業（県教委・生） 
②地域ボランティアの育成と活用の推進 
 ・家庭教育応援プロジェクト事業（県教委・生） 

 ・地域における家庭教育支援基盤形成事業（県教委・生）（再掲） 

・子育て支援ネットワーク化事業（夢） 

・地域組織活動育成事業（健康福祉・こ） 

③子育て支援ネットワークの整備 
 ・ファミリーサポートセンター事業（健康福祉・こ） 
 ・地域子育て支援拠点事業（センター型）（健康福祉・こ） 
 ・子育て支援活動への助成（環境県民・学） 
 ・放課後子ども教室推進事業（県教委・生） 
④園・所運営の多機能化の推進 
 ・家庭教育応援プロジェクト事業（県教委・生）（再掲） 

 ・地域における家庭教育支援基盤形成事業（県教委・生）（再掲） 
 ・特別保育事業（健康福祉・こ） 
 ・預かり保育への助成（環境県民・学） 
⑤子育て情報の充実 
 ・家庭教育手帳の配布（県教委・生） 

 ・地域子育て支援拠点事業（センター型）（健康福祉・こ）（再掲）

・子育てガイドブックの作成・配布（夢） 

・Kids 情報送信サービス（夢） 

・「食べる！遊ぶ！読む！」キャンペーン（県教委）（再掲） 

＊（ ）は，事業を中心となって実施する課等名。次の（ ）で略記している。 
【教育委員会】指導第一課（県教委・指），生涯学習課（県教委・生），学校経営課（県教委・学経） 
【環境県民局】学事課（環境県民・学），県民活動課（環境県民・県） 
【健康福祉局】こども家庭課（健康福祉・こ），（財）ひろしまこども夢財団（夢） 

※（財）ひろしまこども夢財団は，広島県が子育て支援を目的として，平成 8 年に設立した公益法人 

 ○ 幼児教育実施計画 ―平成２０年度～平成２２年度― の概要 
 

□幼児の育ちの課題 
・基本的生活習慣の定着 
・コミュニケーション力の育成 
 

（平成15及び平成 18年度幼児教育調査）

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

（平成 18 年度幼児教育調査） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□研修の充実 
・新教育課程等への対応 

・幼稚園教育要領の改訂 

・保育所保育指針の改定 

・小学校教育への円滑な接続 
・幼児期の教育の支援の在り方  
 
□社会全体での家庭教育支   

援の必要性の高まり 
・子育て支援 
・家庭や地域と一体となった取組み 
 
□自己評価の取組みなど，開かれ

た園・所づくりの推進が不十分
（平成 17 年度「学校評価と情報提供の実施状況調査」）
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