
 

津カトリックこども園 設置認可申請調書 

区  分 内     容 

１．名称 津カトリックこども園 

２．位置 津市西丸之内１８－２１ 

３．開設時期 平成２９年４月１日 

４．新設／移行 移行 保育所 津カトリック保育園より移行 

５．設置者 社会福祉法人 カトリック三重カリタス会（理事長：ロバート・ネリグ） 

６．園長予定者 氏    名 岩崎 憲二 

教育・保育従事歴 ４１年６

月 

保有資格 高等学校教諭 普通２級 

高等学校教諭 専修免許 

備    考 現：津カトリック保育園園長 

日本保育協会研修受講済（H27.10.23および H28.1.15） 

７．定員及び学級 定 員 １０５人（学級数３学級） 

  ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

１号認定       １人 ２人 ２人 ５人 

２号・３号認

定 
９人 １７人 １８人 １８人 １９人 １９人 

１００

人 

学級数       １学級 １学級 １学級 ３学級 

必要配置数 ３人 ５．８人 １人 １人 １人 

１２人 

（小数点以

下四捨五入） 
 

８．教職員組織 園長１名、保育教諭等１８名（常勤換算後）、嘱託医２名 

調理員０名（給食業者と契約締結）  必要保育教諭数 

１２人 教育及び保育に直接従事する職員合計１８名 （常勤換算後） 

９．敷地・園庭 

 

敷地面積 １１６８．２３㎡ （借地、地上権設定） 

園庭面積 ５５０．００㎡ （基準面積 ４５９．４０㎡） 

１０．施設・設備 園舎面積 ９５６．９９㎡ （基準面積 ５４１．４４㎡） 

（構造：鉄筋コンクリート造陸屋根・合金メッキ鋼板葺） 

必要設備 室数 面積 基準面積 可否 

乳児室・ほふく室 ２ １２６．０７㎡ ８５．８０㎡ 適 

保育室  ４ １７４．７１㎡ 
１５６．４２㎡ 適 

遊戯室 １ １４０．９２㎡ 
 

その他設備 職員室、保健室、調理室、便所など 

備 考 ３階建の建物 

【資料 】 【資料３】 



 

１１．開園日数、

教育週数、教育

及び保育の時

間 

開園日数    年間２９５日 

教育週数    約４１週（５２週－長期休暇（約１１週）） 

教育時間 ９時００分から１３時００分（４時間００分） 

保育時間 ７時３０分から１８時００分（１０時間３０分） 

       ８時００分から１６時００分（８時間００分）（土曜日） 

１２．子育て支援

の状況 

事業名 園庭開放、こども相談支援 

 

【内容】 

園庭開放： 

月２回程度の庭園を開放し、地域の子ども及び保護者との交流の場を

設ける。 

こども相談支援： 

乳幼児を持つ地域の保護者からの相談を随時受け付け、対応できる窓

口を設ける。 

 

【工夫した点】 

園庭開放： 

開放日、交流日については、掲示板、ホームページで知らせ、具体的

な問い合わせに対応する。 

こども相談支援： 

相談できる場所の情報を地域や、ホームページで紹介していくととも

に必用に応じて専門機関や行政との連携が取れるようにする。 

 

【対象】 

園庭開放、こども相談支援： 

当こども園周辺の地域住民をはじめ、保育・教育に不安を抱いている

ご家族様を対象としていきたい。 

 

【担当職員】 

園庭開放： 

主任保育教諭等経験のある保育教諭が担当する。 

こども相談支援： 

主任保育教諭等経験のある保育教諭と保護者と同世代保育教諭がいつ

も対応できる体制を作る。 

 

【利用料】 

園庭開放、こども相談支援： 

無料 

 

 

 



 

幼保連携型認定こども園 ぼだいじこども園 設置認可申請調書 

区  分 内     容 

１．名称 幼保連携型認定こども園 ぼだいじこども園 

２．位置 津市南中央１０番１８号 

３．開設時期 平成２９年４月１日 

４．新設／移行 移行 保育所 ぼだいじ保育園より移行 

５．設置者 社会福祉法人 ぼだいじ福祉会（理事長：永瀬 時久） 

６．園長予定者 氏    名 永瀬 時久 

教育・保育従事歴 １６年０

か月 

保有資格  

備    考 現：社会福祉法人理事長、ぼだいじ保育園園長 

７．定員及び学級 定 員 １３６人（学級数３学級） 

  ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

１号認定       ２人 ２人 ２人 ６人 

２号・３号認

定 
１５人 ２３人 ２３人 ２３人 ２３人 ２３人 

１３０

人 

学級数       １学級 １学級 １学級 ３学級 

必要配置数 ５人 ７．６人 ２人 １人 １人 

１７人 

（小数点以

下四捨五入） 
 

８．教職員組織 園長１名、保育教諭等２４名、嘱託医２名 

調理員０名（給食業者と契約締結）  必要保育教諭数 

１７人 教育及び保育に直接従事する職員合計２１名  

９．敷地・園庭 

 

敷地面積 １４１５．８８㎡ （一部借地、地上権設定） 

園庭面積 ４９９．７８㎡ （基準面積 ４７５．９㎡） 

１０．施設・設備 園舎面積 ８４６．９９㎡ （基準面積 ５６６．１９㎡） 

（構造：鉄骨造２階建） 

必要設備 室数 面積 基準面積 可否 

乳児室・ほふく室 ２ １２１．９８㎡ １００．６５㎡ 適 

保育室  ４ ２０９．８７㎡ 
１９４．０４㎡ 適 

遊戯室 １ １４８．７３㎡ 
 

その他設備 事務室（職員室）、調理室、便所、相談室など 

備 考 ２階建の建物 

【資料 】 【資料３】 



 

１１．開園日数、

教育週数、教育

及び保育の時

間 

開園日数    年間２９５日 

教育週数    約４１週（５２週－長期休暇（約１１週）） 

教育時間 ９時００分から１４時００分（５時間００分） 

保育時間 ７時００分から１８時００分（１１時間００分） 

       ７時００分から１８時００分（１１時間００分）（土曜日） 

１２．子育て支援

の状況 

事業名 園庭開放、育児相談 

 

【内容】 

園庭開放： 

地域の子育て親子に、毎月１回 平日の午前 10 時より 12 時まで園庭

開放を行い、育児相談員による育児事業を行う。 

育児相談： 

子育て親子対象に、随時、育児相談を随時開催する。 

 

【工夫した点】 

園庭開放、育児相談： 

入園のしおりや、園内の掲示で育児相談の受付担当者等を明示する。 

パンフレットと園庭開放の年間計画を配布し、ホームページでも園庭

開放の情報提供を行う。 

 

【対象】 

園庭開放、育児相談： 

当園の保護者、卒園児の保護者及び地域の子育て親子 

 

【職員の状況】 

園庭開放、育児相談： 

主幹保育教諭２名 

 

【利用料】 

園庭開放、育児相談： 

無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ゆたかこども園 設置認可申請調書 

区  分 内     容 

１．名称 ゆたかこども園 

２．位置 伊勢市御薗町王中島船原２３ 

３．開設時期 平成２９年４月１日 

４．新設／移行 移行 幼稚園 ゆたか幼稚園より移行 

５．設置者 学校法人 みどり学園（理事長：岡村 豊） 

６．園長予定者 氏    名 岡村 豊 

教育・保育従事歴 ５３年０

か月 

保有資格 幼稚園教諭 

保育士資格 

備    考 現：学校法人理事長、ゆたか幼稚園園長 

７．定員及び学級 定 員 ３２４人（学級数１１学級） 

  ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

１号認定       ５４人 ５４人 ５４人 
１６２

人 

２号・３号認

定 
０人 １８人 ３６人 ３６人 ３６人 ３６人 

１６２

人 

学級数       ５学級 ３学級 ３学級 ３学級 

必要配置数 ０人 ９人 ５人 ３人 ３人 

２０人 

（小数点以

下四捨五入） 
 

８．教職員組織 園長１名、保育教諭等２１名、嘱託医２名 

栄養士１名、調理員３名  必要保育教諭数 

２０人 教育及び保育に直接従事する職員合計２０名  

９．敷地・園庭 

 

敷地面積 ７４２１．０９㎡ （自己所有） 

園庭面積 ４４４７．００㎡ （基準面積 １１３２．４０㎡） 

１０．施設・設備 園舎面積 １８７５．９５㎡ （基準面積 １３１５．０４㎡） 

（構造：鉄筋コンクリート・鉄骨造３階

建＋鉄骨造１階建） 

必要設備 室数 面積 基準面積 可否 

乳児室・ほふく室 １ ８９．７４㎡ ３９．６０㎡ 適 

保育室・遊戯室 １２ ６７５．４２㎡ ６０９．８４㎡ 適 

 

その他設備 職員室、保健室、調理室、便所など 

備 考 ３階建の建物 

【資料３】 



 

１１．開園日数、

教育週数、教育

及び保育の時

間 

開園日数    年間２８８日 

教育週数    約４１週（５２週－長期休暇（約１１週）） 

教育時間 ９時００分から１４時００分（５時間００分） 

保育時間 ８時００分から１８時００分（１０時間００分） 

       ８時００分から１６時００分（８時間００分）（土曜日） 

１２．子育て支援

の状況 

事業名 チャイルドプレイルーム（子ども同士をあそばせ、他児との交

流を体験させる）、子育て相談 

 

【内容】 

チャイルドプレイルーム： 

地域の就学前の子ども、及び、その保護者が相互に交流する場を作り、

保護者からの相談に応じ、交流をもって、情報の提供、及び、助言、そ

の他必要な援助を行う。 

子育て相談： 

地域の子どもの養育について、その保護者からの子育て相談、また 一

時帰宅の帰国子女及び里帰り出産の子女の子育て相談に応じ、必要な援

助を行う。 

 

【工夫した点】 

チャイルドプレイルーム、子育て相談： 

利用しやすい子育て家庭の集いの雰囲気作り 

毎回、子育てについての講座を開催（←職員向け、保護者向け？） 

 

【対象】 

チャイルドプレイルーム、子育て相談： 

 小学校就学前の子ども、及び、その保護者 

 

【担当職員】 

チャイルドプレイルーム、子育て相談： 

園長（子育て講座）、保育教諭 1名 

 

【利用料】 

チャイルドプレイルーム： 

おやつ、おみやげ代（実費徴収） 

子育て相談： 

無料 

 

 

 

 

 



 

マリアこども園 設置認可申請調書 

区  分 内     容 

１．名称 マリアこども園 

２．位置 伊勢市岡本１丁目２－３３ 

３．開設時期 平成２９年４月１日 

４．新設／移行 移行 保育所 マリア保育園より移行 

５．設置者 社会福祉法人 カトリック三重カリタス会（理事長：ロバート・ネリグ） 

６．園長予定者 氏    名 小野 和子 

教育・保育従事歴 ３７年０

か月 

保有資格 幼稚園教諭 

保育士資格 

備    考 現：マリア保育園園長 

７．定員及び学級 定 員 １２０人（学級数３学級） 
 

  ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

１号認定       １人 ２人 ２人 ５人 

２号・３号認

定 
１２人 ２０人 ２０人 ２０人 ２１人 ２２人 

１１５

人 

学級数       １学級 １学級 １学級 ３学級 

必要配置数 ４人 ６．６人 ２人 １人 １人 

１５人 

（小数点以

下四捨五入） 

８．教職員組織 園長１名、保育教諭等２１名、嘱託医２名 

調理員等３名  必要保育教諭数 

１５人 教育及び保育に直接従事する職員合計２０名  

９．敷地・園庭 

 

敷地面積 ４１４６．８５㎡ （借地、地上権設定） 

園庭面積 ６５５．４０㎡ （基準面積 ５６５．２０㎡） 

１０．施設・設備 園舎面積 ６２９．０５㎡ （基準面積 ５７０．４８㎡） 

（構造：鉄骨造スレート葺平屋建） 

必要設備 室数 面積 基準面積 可否 

乳児室・ほふく室 ２ １１６．６８㎡ １０５．６０㎡ 適 

保育室・遊戯室  ４ ２０６．２０㎡ １７４．２４㎡ 適 
 

その他設備 事務室（職員室）、保健室、調理室、便所など 

備 考 １階建の建物 

【資料 】 【資料３】 



 

１１．開園日数、

教育週数、教育

及び保育の時

間 

開園日数    年間２９３日 

教育週数    約４７週（５２週－長期休暇（約５週）） 

教育時間 ９時００分から１４時００分（５時間００分） 

保育時間 ７時３０分から１８時００分（１０時間３０分） 

       ８時３０分から１６時３０分（８時間００分）（土曜日） 

１２．子育て支援

の状況 

事業名 園庭開放、子育て相談 

 

【内容】 

園庭開放： 

月 3 回程度、園庭を開放。そのうち 1 回は誕生会への参加等、地域の

子ども 及び保護者との交流の場を設ける。 

子育て相談： 

乳幼児を持つ地域の保護者からの相談にいつでも応じることのできる

窓口を設ける 

 

【工夫した点】 

園庭開放： 

 開放日、交流日については、掲示板、ホームページで知らせ、具体的

な問い合わせに対応する。                                  

子育て相談： 

相談できる場所の情報を地域や、ホームページで紹介していくととも

に必要に応じて専門機関との連携が取れるようにする。 

 

【対象】 

園庭開放、子育て相談： 

地域の乳幼児を持つ保護者 

 

【担当職員】 

園庭開放： 

主任保育教諭等経験のある保育教諭が子どもの様子を見守る。       

子育て相談： 

教頭、主任保育教諭等経験のある保育士と保護者と同世代の保育士が 

いつでも対応できる体制を作る 

 

【利用料】 

園庭開放、子育て相談 

無料 

 

 

 

 



 

サン認定こども園 設置認可申請調書 

区  分 内     容 

１．名称 サン認定こども園 

２．位置 鈴鹿市郡山町字西高山２００１－１０ 

３．開設時期 平成２９年４月１日 

４．新設／移行 移行 幼稚園 サン幼稚園より移行 

保育所 サン保育園より移行 

５．設置者 学校法人 ひかり学園（理事長：服部 高明） 

６．園長予定者 氏    名 服部 高明 

教育・保育従事歴 ２６年０

か月 

保有資格 中学校教諭 普通１級 

高等学校教諭 普通２級 

幼稚園助教諭 臨時 

備    考 現：サン幼稚園園長 

７．定員及び学級 定 員 １５０人（学級数６学級） 

  ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

１号認定       ２０人 ２０人 ２０人 ６０人 

２号・３号認

定 
 ６人 １０人 １４人 ２０人 ２０人 ２０人 ９０人 

学級数       ２学級 ２学級 ２学級 ６学級 

必要配置数 ２人 ４人 ２人 ２人 ２人 

１２人 

（小数点以

下四捨五入） 
 

８．教職員組織 園長１名、保育教諭等１４名（常勤換算後）、嘱託医２名 

調理員等３名  必要保育教諭数 

１２人 教育及び保育に直接従事する職員合計１４名 （常勤換算後） 

９．敷地・園庭 

 

敷地面積 １９８５．１２㎡ （一部借地、地上権設定） 

園庭面積 ７６３．００㎡ （基準面積 ６８６．２０㎡） 

１０．施設・設備 園舎面積 １８７０．０３㎡ （基準面積 ８００．５２㎡） 

（構造：鉄筋コンクリート構造２階建） 

必要設備 室数 面積 基準面積 可否 

乳児室・ほふく室 ２ １５６．１６㎡ ５２．８０㎡ 適 

保育室  ４ ３７０．９７㎡ 
２６５．３２㎡ 適 

遊戯室 １ ３２２．６９㎡ 
 

その他設備 職員室、保健室、調理室、便所など 

備 考 ２階建の建物 

【資料３】 



 

１１．開園日数、

教育週数、教育

及び保育の時

間 

開園日数    年間２９３日 

教育週数    約４１週（５２週－長期休暇（約１１週）） 

教育時間  １０時００分から１４時００分（４時間００分） 

保育時間 ７時００分から１８時００分（１１時間００分） 

       ７時００分から１８時００分（１１時間００分）（土曜日） 

１２．子育て支援

の状況 

事業名 保育体験・園庭開放 

【内容】 

認定こども園の保育体験を通して集団遊びの楽しさを体験してもら

う。 

 

【工夫した点】 

園の特色であるサントレ保育や佛教保育などにも参加をしてもらい、

地域の方々や未就園児に様々な体験をしてもらう。 

 

【対象】 

2歳以上児と保護者 

 

【職員の状況】 

クラス担任が担当する 

 

【利用料】 

無料 

 

※上記の他に、臨床心理士との面談事業があり、子育てについての悩み

や心配事を抱えているかただけでなく、親同士、子ども同士の繋がりの

希薄化や核家族の増加により、相談する先が無い方々への支援も目的と

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

認定こども園 白百合幼稚園 設置認可申請調書 

区  分 内     容 

１．名称 認定こども園 白百合幼稚園 

２．位置 鈴鹿市東磯山二丁目３番１号 

３．開設時期 平成２９年４月１日 

４．新設／移行 移行 幼稚園 白百合幼稚園より移行 

５．設置者 学校法人 白百合学園（理事長：杉野 礁子） 

６．園長予定者 氏    名 松井 久子 

教育・保育従事歴 ２７年０

か月 

保有資格 幼稚園教諭 

保育士資格 

備    考 現：白百合幼稚園園長 

７．定員及び学級 定 員 ２４０人（学級数７学級） 

  ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

１号認定       ８１人 ６４人 ６５人 
２１０

人 

２号・３号認

定 
３人 ５人 ５人 ６人 ６人 ５人 ３０人 

学級数       ３学級 ２学級 ２学級 ７学級 

必要配置数 １人 １．６人 ５人 ３人 ３人 

１４人 

（小数点以

下四捨五入） 
 

８．教職員組織 園長１名、保育教諭等２３名、嘱託医２名 

調理員等３名  必要保育教諭数 

１４人 教育及び保育に直接従事する職員合計２２名  

９．敷地・園庭 

 

敷地面積 ２５７０．００㎡ （自己所有） 

園庭面積 ９９８．４７㎡ （基準面積 ７６５．６０㎡） 

１０．施設・設備 園舎面積 １４９９．１８㎡ （基準面積 ８５６．３０㎡） 

（構造：鉄筋一部鉄骨造２階建） 

必要設備 室数 面積 基準面積 可否 

乳児室・ほふく室 ２ ９４．０１㎡ ２６．４０㎡ 適 

保育室  ８ ４７６．９０㎡ 
４５９．３６㎡ 適 

遊戯室 １ １８１．５５㎡ 
 

その他設備 職員室、保健室、調理室、便所など 

備 考 ２階建の建物 

【資料３】 



 

１１．開園日数、

教育週数、教育

及び保育の時

間 

開園日数    年間２９５日 

教育週数    約４１週（５２週－長期休暇（約１１週）） 

教育時間 ９時３０分から１５時００分（５時間３０分） 

保育時間 ７時３０分から１８時３０分（１１時間００分） 

       ７時３０分から１７時００分（９時間３０分）（土曜日） 

１２．子育て支援

の状況 

事業名 ちびっこくらぶ、親子カフェ 

 

【内容】 

ちびっこくらぶ 

未就園児親子が月に 2 回程度登園し、親子製作、絵本・紙芝居、リズ

ム遊び、体育遊びなどを通じて、お互い交流する機会を設ける。 

親子カフェ 

 月 2 回程度、園内・園庭を問わず自由に遊んで行ってもらう会。子育

てに対する相談を行なったり、幼稚園教育の現場をありのまま見学いた

だく。 

 

【工夫した点】 

ちびっこくらぶ 

同じ学年の子どもたちと交流する中で子どもの発達についての理解を

進めたり、保護者の子育ての悩みや不安の相談に乗ったりしながら、個

別対応にも力を入れている。 

 

【対象】 

ちびっこくらぶ、親子カフェ 

2歳児の親子（毎年 3月に説明会を実施し、4月に入会受付を行う：会

員制） 

親子カフェ 

 0歳～2歳児の親子 

  

【職員の状況】 

ちびっこくらぶ、親子カフェ 

子育て支援担当教諭と主任教諭が担当する 

 

【利用料】 

ちびっこくらぶ 

年間 5800円 

親子カフェ 

 無料 

 

 

 



 

幼保連携型認定こども園 ほうりん認定こども園 設置認可申請調書 

区  分 内     容 

１．名称 幼保連携型認定こども園 ほうりん認定こども園 

２．位置 鈴鹿市北長太町４１１９ 

３．開設時期 平成２９年４月１日 

４．新設／移行 移行 保育所 ほうりん保育園より移行 

５．設置者 社会福祉法人 法輪会（理事長：𢎭(ゆはず) 尚史） 

６．園長予定者 氏    名 𢎭(ゆはず) 尚史 

教育・保育従事歴 ２６年０

か月 

保有資格  

備    考 現：社会福祉法人理事長、ほうりん保育園園長 

定期的に園長研修に参加 

７．定員及び学級 定 員 １２９人（学級数４学級） 

  ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

１号認定       ２人 ２人 ５人 ９人 

２号・３号認

定 
９人 １８人 ２４人 ２３人 ２３人 ２３人 

１２０

人 

学級数       ２学級 １学級 １学級 ４学級 

必要配置数 ３人 ７人 ２人 １人 １人 

１４人 

（小数点以

下四捨五入） 
 

８．教職員組織 園長１名、保育教諭等１８名（常勤換算後）、嘱託医２名 

調理員等３名  必要保育教諭数 

１４人 教育及び保育に直接従事する職員合計１７名 （常勤換算後） 

９．敷地・園庭 

 

敷地面積 ５４４５．００㎡ （自己所有） 

園庭面積 ２００４．４４㎡ （基準面積 ５５９．２０㎡） 

１０．施設・設備 園舎面積 １１１８．７５㎡ （基準面積 ６５６．６２㎡） 

（構造：鉄筋コンクリート構造２階建） 

必要設備 室数 面積 基準面積 可否 

乳児室・ほふく室 ２ １０４．９０㎡ ８９．１㎡ 適 

保育室  ４ ２５２．７０㎡ 
２０１．９６㎡ 適 

遊戯室 １ １０５．７５㎡ 
 

その他設備 職員室、保健室、調理室、便所など 

備 考 ２階建の建物 

【資料 】 【資料３】 



 

１１．開園日数、

教育週数、教育

及び保育の時

間 

開園日数    年間２９３日 

教育週数    約４１週（５２週－長期休暇（約１１週）） 

教育時間 ９時００分から１３時００分（４時間００分） 

保育時間 ７時００分から１９時００分（１２時間００分） 

       ７時００分から１７時００分（１０時間００分）（土曜日） 

１２．子育て支援

の状況 

事業名 子育て広場、子育て相談、子育て情報提供 

 

【内容】 

子育て広場： 

地域の子育て中の親子を対象にした子育て広場（こども園を開放しホ

ールや戸外であそびを提供したり、スタッフが絵本の読み聞かせなど行

う） 

子育て相談： 

保護者からの相談や必要な情報・アドバイスの提供。 

子育て情報提供： 

地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体又は個人に対する

必要な情報の提供及び助言を行う事業 

 

【工夫した点】 

子育て広場： 

開催日や開催内容の事前のお知らせのメール配信。 

親子でのあそびが楽しめるような保育玩具などの環境整備。 

子育て相談： 

職員研修および日頃からの関係機関との連携 

子育て情報提供 

日頃からの関係機関との連携 

 

【対象】 

子育て広場、子育て相談、子育て情報提供： 

地域の未就園児とその保護者 

 

【職員の状況】 

子育て広場、子育て相談、子育て情報提供： 

園長、子育てアドバイザーおよび保育士が担当する。 

 

【利用料】 

子育て広場、子育て相談、子育て情報提供： 

無料 

 

 

 



 

認定こども園 青山よさみ幼稚園 設置認可申請調書 

区  分 内     容 

１．名称 認定こども園 青山よさみ幼稚園 

２．位置 伊賀市柏尾１３９７－１４ 

３．開設時期 平成２９年４月１日 

４．新設／移行 移行 幼稚園 青山よさみ幼稚園より移行 

５．設置者 学校法人 廣瀬学園（理事長：廣瀬 忠利） 

６．園長予定者 氏    名 廣瀬 純代 

教育・保育従事歴 １１年０

か月 

保有資格 幼稚園教諭 

保育士資格 

備    考  

７．定員及び学級 定 員 １２１人（学級数３学級） 

  ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

１号認定       ２０人 ２５人 ２５人 ７０人 

２号・３号認

定 
３人 ６人 １２人 １０人 １０人 １０人 ５１人 

学級数       １学級 １学級 １学級 ３学級 

必要配置数 １人 ３人 ２人 ２人 ２人 

 

１０人 

 
 

８．教職員組織 園長１名、保育教諭等１１名（常勤換算後）、嘱託医３名 

調理員０名（給食業者と契約締結）  必要保育教諭数 

１０人 教育及び保育に直接従事する職員合計１０名 （常勤換算後） 

９．敷地・園庭 

 

敷地面積 １５２０９．００㎡ （自己所有） 

園庭面積 ３２４９．００㎡ （基準面積 ４３９．６０㎡） 

１０．施設・設備 園舎面積 ９９３．８４㎡ （基準面積 ４７３．４６㎡） 

（構造：鉄筋コンクリート造２階建） 

必要設備 室数 面積 基準面積 可否 

乳児室・ほふく室 ２ ４２．００㎡ ２９．７０㎡ 適 

保育室  ４ １９９．００㎡ 
２２１．７６㎡ 適 

遊戯室 １ ２０３．９６㎡ 
 

その他設備 職員室、保健室、調理室、便所など 

備 考 ２階建の建物 

【資料 】 【資料３】 



 

１１．開園日数、

教育週数、教育

及び保育の時

間 

開園日数    年間２９３日 

教育週数    約４２週（５２週－長期休暇（約１０週）） 

教育時間 ８時３０分から１４時３０分（６時間００分） 

保育時間 ７時３０分から１８時３０分（１１時間００分） 

       ７時３０分から１７時３０分（１０時間００分）（土曜日） 

１２．子育て支援

の状況 

事業名 園舎・園庭開放および子育て相談 

 

【内容】 

月に 1 回のペースで、家庭ではできないような遊びや保育を体験して

もらい、子ども同士、保護者同士の交流を深めてもらう事業を実施。そ

の際、地域の未就園児を抱える保護者の子育てに対する不安解消を図り、

保育者が個別に相談に応じ、当園が有するノウハウ等を活用し、保護者

が不安を抱くことなく育児ができるように支援する。 

 上記とは別に、主幹保育者による保護者の子育ての悩みを受ける子育

て相談事業を適宜実施。 

 

【工夫した点】 

継続的に相談に応じ、課題の解決を図るため、相談記録カードの作成

整備。 

保育者による相談内容について、ケース会議を開催し、今後の対応を

決定する。 

 

【対象】 

地域の子育て中の保護者 

 

【担当職員】 

主幹保育者によって実施 

 

【利用料】 

無料 

 

 

 

 


