
【資料２】

保育所

定　員 90人 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 0人 10人 10人 20人

２号・３号認定 3人 8人 12人 15人 16人 16人 70人

学級数 1学級 1学級 1学級 3学級

7人

（小数点以下四捨五入）

園長 1人 14人 ※　人数は常勤換算
必 要 保 育
教諭数 嘱託医 2人 3人

7人 14人

4,889.17 ㎡

1,832.17 ㎡ 439.60 ㎡）

475.11 ㎡）

室数 可否

2 49.15 ㎡ 31.35 ㎡ 適

5 224.58 ㎡

1 145.80 ㎡

1.7 人

（賃借権　30年　平成20年４月～）敷地面積

園庭面積

必要設備

798.33

156.42 ㎡ 適
遊戯室

９．敷地・園庭

園舎面積

面積

（基準面積

（構造：木造）　　（１階建）

基準面積

教育及び保育に直接従事する職員合計

その他設備　職員室、保健室、調理室、便所、手洗用設備、足洗用設備等

備　考

乳児室・ほふく室

幼保連携型認定こども園　設置認可申請調書

３．開設時期 令和３年４月１日

４．新設／移行 移行 高花平保育園

５．設置者 社会福祉法人　久間田福祉会

区　　分 内　　　　　容

１．名称 高花平こども園

２．位置 四日市市高花平２丁目１－５３

教育・保育従事歴 9年 保有資格

備　　　　考

・平成23年４月１日～　　くまだ保育園　事務員
・平成25年４月１日～　　くまだ保育園　事務長
・平成31年４月１日～　　高花平保育園　園長
・園長研修　受講済み

７．定員及び学
級

必要配置数 1.0 人 3.3 人

（学級数

なし

0.7 人

６．園長予定者

氏　　　　名

保育室
１０．施設・設
備

㎡

澤田　昌志

（基準面積

８．教職員組織 保育教諭等

調理員



開園日数 年間２９４日

開園時間 ７時００分～１９時００分

教育時間 ８時３０分～１４時３０分（月曜日～金曜日）

保育時間 ７時００分～１９時００分（月曜日～金曜日）

７時００分～１８時００分（土曜日）

休園日 日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

　 （１号認定は、上記に加え下記期間も休業）

土曜日

７月２１日～８月３１日、１２月２４日～１月７日

３月２６日～４月６日

【内容】

【工夫した点】

【対象】

【職員の状況】

【利用料】 無料

【内容】

１１．開園日
数、教育週数、
教育及び保育の
時間

子育て支援センターを週３～５回開設し、育児相談、子育て情報の提供、園
庭開放を行う。

１３．子育て支
援の状況

〇教育及び保育の目標及び理念

健康でがんばりのきく子、友だちと仲良く遊べる子、考えてやりぬこうとする子、思いや
りのもてる子の育成を目標とし、知識及び技能の基礎、思考力、判断力、表現力等の基礎、
学びに向かう力、人間性の資質・能力を一体的に育む様、保育および教育を行う。

〇教育及び保育のねらい及び内容の概要

　以下の事項を大切にしながら、５領域の発達・10の姿への育ちを目指して保育を行う。
・いっぱい遊ぶこと
　　自然の中で友だちと関わりながら、自分で考えて遊ぶこと。
・いっぱい食べること
　　できる限り安全な食材を使い、手作りを心がけること。食べ物と体の関係を知りなが
　ら、楽しく食べること。
・生きる力を身につけること
　　様々な経験を積みながら、うれしいこと、悔しいこと、悲しいこと、楽しいことを知
　ること。

１２．教育及び
保育の目標及び
主な内容

専用の広い室内空間を確保し、また、専用の昇降口を設ける。
地域の主任児童委員と連携を取り、週１度は主任児童委員も同席する。

専任１～２名配置

保護者の疾病その他の理由により、家庭において保育されることが一時的に
困難となった地域の子どもの保育を行う。

未就園児及びその保護者



【資料２】

保育所

定　員 86人 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 3人 6人 12人 19人 20人 20人 80人

学級数 1学級 1学級 1学級 3学級

6人

（小数点以下四捨五入）

園長 1人 14人 ※　人数は常勤換算
必 要 保 育
教諭数 嘱託医 2人 3人

7人 14人

5,496.06 ㎡

2,050.00 ㎡ 439.60 ㎡）

468.51 ㎡）

室数 可否

3 47.27 ㎡ 24.75 ㎡ 適

5 229.60 ㎡

1 90.58 ㎡

２．位置 鈴鹿市下大久保町字丸岡４８１番地の５

３．開設時期 令和３年４月１日

４．新設／移行 移行 くまだ保育園

幼保連携型認定こども園　設置認可申請調書

区　　分 内　　　　　容

１．名称 くまだこども園

５．設置者 社会福祉法人　久間田福祉会

６．園長予定者

氏　　　　名 澤田　恭子

教育・保育従事歴 38年 保有資格
保育士

備　　　　考

・平成57年４月１日～　　久間田保育園で勤務
・平成３年４月１日～　　久間田保育園　主任保母
・平成12年１月１日～　　久間田保育園　園長
・平成15年４月１日～　　くまだ保育園　園長
・園長研修　受講済み

９．敷地・園庭
敷地面積 　園舎部分：自己所有

　園庭部分：賃借権　10年（令和3年4月～）（自動更新）

園庭面積 （基準面積

1.0 人 1.4 人

８．教職員組織 保育教諭等

調理員

教育及び保育に直接従事する職員合計

７．定員及び学
級

（学級数

必要配置数 1.0 人 3.0 人

備　考

１０．施設・設
備

園舎面積 776.75 ㎡
（基準面積
（構造：鉄筋コンクリート造）（１階建）

必要設備 面積 基準面積

乳児室・ほふく室

保育室
152.46 ㎡ 適

遊戯室

その他設備　職員室、医務室、調理室、便所、手洗用設備、足洗用設備等



開園日数 年間２９４日

開園時間 ７時００分～１９時００分

教育時間 ８時３０分～１４時３０分（月曜日～金曜日）

保育時間 ７時００分～１９時００分（月曜日～金曜日）

７時００分～１８時００分（土曜日）

休園日 日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

　 （１号認定は、上記に加え下記期間も休業）

土曜日

７月２１日～８月３１日、１２月２４日～１月７日

３月２６日～４月６日

【内容】

【工夫した点】

【対象】

【職員の状況】

【利用料】 無料

１１．開園日
数、教育週数、
教育及び保育の
時間

１２．教育及び
保育の目標及び
主な内容

〇教育及び保育の目標及び理念

健康でがんばりのきく子、友だちと仲良く遊べる子、考えてやりぬこうとする子、思いや
りのもてる子の育成を目標とし、知識及び技能の基礎、思考力、判断力、表現力等の基礎、
学びに向かう力、人間性の資質・能力を一体的に育む様、保育および教育を行う。

〇教育及び保育のねらい及び内容の概要

　以下の事項を大切にしながら、５領域の発達・10の姿への育ちを目指して保育を行う。
・いっぱい遊ぶこと
　　自然の中で友だちと関わりながら、自分で考えて遊ぶこと。
・いっぱい食べること
　　できる限り安全な食材を使い、手作りを心がけること。食べ物と体の関係を知りなが
　ら、楽しく食べること。
・生きる力を身につけること
　　様々な経験を積みながら、うれしいこと、悔しいこと、悲しいこと、楽しいことを知
　ること。

１３．子育て支
援の状況

毎週３回、園庭開放を行い、地域の子ども及びその保護者が交流を行う場所
を開設する。その際に、子育て相談に応じたり、情報提供を行ったりする。

晴天雨天にかかわらず広い空間を専用スペースとして確保し、リラックスし
た雰囲気で交流が進むよう工夫する。

地域の子ども（未就園児）及びその保護者

対象時間中２名常駐


