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■会社概要 

■商号   株式会社 エヌ・エル・エヌ 
 
■本店所在地                  【鳥取本社】   
                           鳥取県鳥取市新品治町1番地2 中国電力鳥取支社ビル1F 
                           【東京本社】 
                           東京都新宿区西新宿6丁目6-3 新宿国際ビルディング新館4F 
 
■事業内容   移動体通信事業 
   法人ソリューション事業 
   コールセンター事業 
   国際事業 
   福祉事業 
 
■役員構成   代表取締役社長 西根 伸吾   
   取締役     平井 和治 
   取締役    濵﨑 知生 
   監査役     西川 嘉人 
         監査役     日下 一郎 
 
■創業   1993年9月 
 
■設立   1995年1月18日 
 
■従業員数（グループ全体）    563名 （2018年8月31日現在） 
 
■資本金   3億3,790万円（資本準備金含む） 
 
■決算期   2月末日                         
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 エヌ・エル・エヌの保育事業について 

近年、女性が出産後に仕事復帰したいが子どもを受け入れる施設が少なく、待機児童の問題
が発生しています。 
その問題を解消する為、2015年4月に「子ども・子育て支援法」が実施され、6名以上19名
以下で0歳から2歳までの幼児を預かる認可型の『小規模保育事業』も企業の参入が可能とな
りました。 
 
弊社は、「各市町村による【認可事業】として、児童福祉法に基づき地域型保育給付の対象
として運営を行っています。2015年7月に【小規模認可保育園】として、“くれよん保育園”
を鳥取県米子市に開園しました。 
その後もグループ園が開園し、たくさんの園児たちが毎日すくすくと成長しています。 
 
 

小規模認可保育施設の運営からスタートしました 

くれよん保育園の名前の由来は「クレヨンは子どもたちの大
きな夢を描くという意味と、クレヨンの色のようにそれぞれ
の個性を大切にのばして行き、大きな夢に向かい成長の手助
けができる園に！」との思いを込めて名付けられました。 



                                              

所在地 
〒680-0003  
鳥取県鳥取市覚寺61-4 

☎0857-30-4351 

所在地 
〒683-0035  
鳥取県米子市目久美町32-8 

☎0859-46-0701 
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2015年7月開園 2015年11月開園 2016年10月開園 

2017年5月開園 2017年6月開園 

  エヌ・エル・エヌ グループ園の紹介 

くれよん保育園 
【米子市新開】 

湖山くれよん保育園 
 【鳥取市湖山】 

大和くれよん保育園 
【神奈川県大和市】 

目久美くれよん保育園 
 【米子市目久美】 

北園くれよん保育園 
 【鳥取市覚寺】 

所在地 
〒683-0801  
鳥取県米子市新開2丁目8-38 

☎0859-21-1560 

所在地 
〒680-0941  
鳥取県鳥取市湖山町北1丁目435 

☎0857-30-5875 

所在地 
〒242-0015  
神奈川県大和市下和田927 

☎046-240-1864 
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 施設概要 

【名    称】   坂戸くれよん保育園(仮称) 
 
【所 在 地】    川崎市高津区坂戸1-17-20 
   
【設置運営主体】   株式会社エヌ・エル・エヌ 
 
【運営事業所在地】   東京都新宿区西新宿6丁目6-3 新宿国際ビルディング新館4F 
 
【代 表 者】     西根伸吾 
 
【開 園 日】     平成31年4月1日 
 
【施設種別】      認可保育所 
 
【予定定員】      60人 
 
【受入月齢】      5か月から 
 
【開 所 日】     日曜日、祝日、年末年始を除く毎日 
 
【保育時間】        7時30分から18時30分まで 
 
【延長保育について】    標準時間認定      7:00～7:30       18:00～20:00 
              短時間認定           7:00～8:30       16:30～20:00 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 

定員数 6人 9人 9人 12人 12人 12人 

【園児定員】 
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 私たちが目指す保育 
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【理   念】   保護者とともに、地域とともに愛情に満ちた環境で、子ども一人ひとりに寄り添って、 
          健やかな成長をはぐくみます。 
 
 
【保育方針】    ・家庭的雰囲気のもとで、一人一人の子どもの豊かな人間性を育成する。 
          ・家庭と連携を図り、保護者とともに子育てをする。 
   
 
【保育目標】    ・個々の生命の維持と情緒の安定を図る。   
          ・基本的な生活習慣を身につけられるようにする。 
          ・生活や遊びの中で物事をよく見つめ、考え探求する心をはぐくむ。 
          ・心身ともに思いやりのある子を育てる。 
 
 
【目指す子どもの像】・健康で元気に活動できる子。 
          ・基本的な生活習慣身につけられるようにする。 
          ・生活や遊びの中で物事をよく見つめ、考え探求する心をはぐくむ。 
          ・心身ともに思いやりのある子を育てる。 
 

【年間行事】 
 
保育参観・懇談会 随時 
 
 
 
 
 
 
※右記は行事の基本的なもの
です。 
地域性などで変更されること
があります。 

4月 進級・入園式 全体懇談会 10月 親子運動会 おいも堀り 

5月 親子遠足 11月 懇談会  

6月 子どもの日 12月 クリスマス会 

7月 水遊び 町会のお祭り参加  1月  おもちつき 

8月 水遊び 2月   全体懇談会 生活発表会  

9月 懇談会 敬老の日の会 3月  お別れ会 卒園式  
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   園舎外観（イメージ） 
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 保育室レイアウト 

1階平面図 

2階平面図 

RC造2階建て 予定延床面積約347.30㎡ 

（施設内に専用園庭なし） 
※状況によってはレイアウトが変更になる可能性もございます。 
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 園での生活 

乳児クラスの1日 
【ひよこ（1歳）りす（2歳）】 

幼児クラスの1日 
【うさぎ（3歳）・きりん（4歳）・ぞう（5歳）】 

コアラ（0歳児）は、個々の生活リズムを中心に、乳児クラスの生活に移行できるようにゆっくり進めて参ります。 
入園当初、新入園児のお子さんには「慣らし保育」があります。 

 時間と期間は、年齢やお子さんの様子、保護者の方のお仕事の状況で、2週間前後で個々に決めさせて頂きます。 

  7：00 

  9：00 

  9：20 

10：00 

10：40 

11：00 

11：40 

12：00 

 

14：30 

15：30 

16：00 

 

20：00 

時間 

順次登園・自由遊び 

 

おやつ（1~2歳）・朝の会 

設定保育 

昼食準備 

昼 食 

トイレ着替え 

お昼寝 

 

着替え 

おやつ 

降園準備・帰りの会 

自由遊び 

補食・夕食 

順次登園・自由遊び 

 

朝の会 

設定保育 

昼食準備 

 

昼 食 

トイレ着替え 

お昼寝 

着替え 

おやつ 

降園準備・帰りの会 

自由遊び 

補食・夕食 
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 保育料等について 

【保 育 料】       川崎市保育料金額表に基づきます。 
 
【延長保育について】     標準時間認定      7：00～7：30       18：00～20：00 
                 短時間認定           7：00～8：30       16：30～20：00 
                                                                                                                                 延長保育となります。 
                 
                                            延長保育を希望される方は、別途料金がかかります。 
                                                    延長保育料    30分   1,000円/月 
 
 【給 食 費】      完全給食を実施します。３歳以上のお子さんにも主食を提供します。 
             主食代は実費負担（1,000円/月）となります。 
 
【教 材 費】      必要に応じて、徴収いたします。(カラー帽子、連絡帳など) 

【入園までスケジュール】 
         ※予定 

2月初旬～ 内定の連絡 

2月上旬～ 入園説明会(持ち物などの説明) 

3月初旬～ 親子面接・保育時間の決定 
健康診断 

4月1日 入園式 

4月2日～ お子さんや保護者の様子に合わせて慣らし保育開始 
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新規園紹介（2019年4月開園） 


