
 

 

 

 

 

 

 

保育教諭を目指すあなたを応援します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

三木市教育委員会 こども未来部 

就学前教育・保育課 

 

＜平成２８年度＞ 

修学資金制度のご案内 
― 在学生の応募も歓迎します！ ― 
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三木市では、保育教諭等を目指して大学や専門学校に進学され、卒業後、市内の認定こども

園等で教育及び保育を提供しようとする学生に、在学中の勉学と生活をサポートし、充実した

学生生活を送っていただけるよう修学資金の貸与制度を設けています。 

 

 

１ 対象となる方 
 保育教諭等養成施設に在学している者で、保育士の登録又は幼稚園教諭の免許取得後、

直ちに市内の認定こども園、幼稚園、保育所（以下、認定こども園等という）において保

育教諭等として勤務する意思を有する者 

  ※ 保育教諭等養成施設：児童福祉法第 18 条の 6 第 1 号に規定する指定保育士養成施設及

び大学、短期大学等の幼稚園教諭養成課程であって、通信制によるものを除く。 

＜修学年限の途中からでも貸与します。＞ 

 

２ 貸与額及び方法 
 (1) 貸与額 

・月額２万５千円 

 (2) 貸与方法 

貸与の決定を受けた者の指定する金融機関の口座に、次のとおり振り込みます。 

対象となる修学資金 振込日 

４月から ９月分 ４月３０日 

１０月から ３月分 １０月３１日 

※ 新たに貸与の決定を受けた者の最初の振込日は、別に指定します。 

 

３ 貸与期間 
貸与の開始月から、保育教諭等養成施設の正規の修学期間内で最長 2年間とします。 

 

４ 募集人数 

  １０名程度 

 

５ 申請受付期間 
平成２８年７月１日（金）から随時募集 

 

６ 申請方法 
修学資金の貸与希望者は、次の方法により申請してください。 

(1) 申請書類 

① 修学資金貸与申請書（様式第１号） 

  ② 誓約書（様式第２号）      ※１枚の様式です。 

  ③ 連帯保証人届（様式第３号） 

修学資金制度の目的と概要 
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  ④ 履歴書（任意の様式） 

  ⑤ 在学証明書 

  ⑥ 学業成績証明書  新規入学の方は、最終学校（学校教育法による学校）のもの。 

在学中の方は、平成２７年度末のもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 提出方法 

上記(1)の申請書類を、次の提出先に持参（代理人でも可）又は郵送してください。 

持参の場合は、土、日、祝日を除く平日の午前９時から午後５時の間にお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 貸与の決定 
申請書類の審査、面接等により、修学資金の貸与の可否を決定します。 

※この可否の決定は、今後実施する職員採用試験の受験の合否に影響を与えるものではあ

りません。また、修学資金の貸与の決定を受けている者であっても、市内認定こども園等

の職員に採用することを決定しているものではありません。したがって、最終学年時には、

市内認定こども園等の職員採用試験を受験する必要がありますのでご注意ください。 

 

８ 貸与の取消し 
修学資金の貸与の決定を受けた者（以下「修学生」という。）が、次に該当する場合は、修

学資金の貸与を取り消します。 

(1) 保育教諭等養成施設を退学したとき。 

(2) 心身の故障により、修学の見込みがなくなったと認められるとき。 

(3) 学業成績が著しく不良になったとき。 

(4) 修学資金の貸与を辞退したとき。 

(5) 保育士登録又は幼稚園教諭免許取得の見込みがないと認められるとき。 

(6) 死亡したとき。 

(7) その他市長が特に必要と認めたとき。 

 

＜連帯保証人の条件等＞ 

① 連帯保証人は、申請者が修学資金貸与の決定を受けた後、修学資金の返還の義務

が生じた場合に、申請者と連帯してその債務を負担することとなります。 

② 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者２人とし、申請者に父又は母がある場合

は、２人の連帯保証人のうち１人は、父又は母であってもよいものとします。 

③ 申請の際は、連帯保証人（２人）の住民票（本籍地の記載があるもの）の添付が

必要ですのでご注意ください。 

＜提出先＞ 

 三木市教育委員会 こども未来部 就学前教育・保育課 修学資金担当 

 〒６７３－０４９２ 

 兵庫県三木市上の丸町１０番地の３０ 

 TEL ０７９４（８２）２０００（代）内線３５５９ 

         （８９）２３１５ （直通） 
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９ 貸与の停止 
修学生が、保育教諭等養成施設を休学し、又は停学となった場合や貸与の継続に必要な提

出書類を提出しない場合は、修学資金の貸与を停止します。 

 

１０ 修学資金の返還 
修学生が、次の(1)から(3)のいずれかに該当するに至った場合は、貸与を受けた修学資金

を３か月以内に一括返済しなければなりません。 

(1) 修学資金の貸与を取り消されたとき。 

(2) 返済債務の猶予を受けることができなくなったとき。 

(3) 保育教諭等養成施設を卒業後、直ちに市内認定こども園等の保育教諭等として勤務しな

いとき。 

  

１１ 修学資金の返還猶予 
修学生が、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、一定の期間、修学資金の返還が

猶予されます。 

(1) 修学生が、災害、疾病その他やむを得ない理由により返還が困難な場合 

(2) 市内認定こども園等の保育教諭等として勤務した場合 

(3) その他市長が特に必要と認めた場合 

 

１２ 修学資金の返還免除 
保育教諭等養成施設を卒業後、直ちに市内認定こども園等の保育教諭等として５年以上勤

務したとき、勤務条件として１日６時間以上かつ月２０日以上勤務した場合は、修学資金の

返還を免除します。 

   ※ 返還免除に必要な勤務期間を満たさずに退職した場合は、返還していただきます。 

 

１３ 延滞利息 
修学生は、正当な理由がなく修学資金を返還しなかった場合は、延滞した日数に応じ、年

１４．６％の延滞利息を支払っていただきます。 

 

１４ その他 
当該修学資金制度については、『三木市保育教諭等修学資金貸与条例』及び『三木市保育

教諭等修学資金貸与条例施行規則』によります。 

貸付期間が終了する前に、貸付を辞退するときや連帯保証人に異動があったときなど、当

初の申込内容に異動が生じたときは、速やかに下記まで連絡してください。 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 
三木市教育委員会 こども未来部 就学前教育・保育課 修学資金担当 

 〒６７３－０４９２ 

 兵庫県三木市上の丸町１０番地の３０ 

 TEL ０７９４（８２）２０００（代） 内線３５５９ 

        （８９）２３１５（直通） 

URL http://www.city.miki.lg.jp/  ※申請書類は、ホームページからダウンロードできます。 



 

市内に勤める保育教諭からのメッセージ 

夢がある。愛がある。 

未来の子どもを育てる希望がある。 
 

子どもたちが最初に出会う先生は、あなたです。 

あなたの優しいまなざし、あふれる笑顔で子どもたちを包んで 

いきませんか。 

子どもたちの成長には個人差がありますが、愛情をいっぱいに

注ぎ、教育・保育していくと、必ず応じてくれます。 

 三木市の認定こども園・保育所・幼稚園では、合同交流研修を 

重ね、「三木市独自の教育・保育共通カリキュラム」を策定しま 

した。 

 三木市の未来を支える子どもたちに質の高い教育・保育をする 

ための必要な環境も整えられています。 

 今、子どもたちが求めるのは、生きる力を引き出し、共に成長

を喜んでくれるあなたです。 

 さあ！ 仲間と一緒に笑顔いっぱいの子どもたちを育てていき

ましょう。 

 

市内の保育所・幼稚園・認定こども園  所 在 地 
(市)上の丸保育所    上の丸町５-４５       82-6020 
(市)志染保育所     志染町吉田８２４       83-5660 
(市)吉川保育所     吉川町山上２１２-１   73-0096 
(市)別所認定こども園  別所町巴７３       82-7278 
(市)三樹幼稚園     末広１-１０-８      82-4327 
(市)三木幼稚園     岩宮３７５-１      82-9012 
(市)緑が丘幼稚園    緑が丘町西１-１０-９   84-0031 
(市)緑が丘東幼稚園   緑が丘町東４-４５    85-8500 
(市)自由が丘幼稚園   志染町中自由が丘３-７０ 85-1200 
(市)広野幼稚園     志染町広野２-１０７-４  84-0777 
(市)よかわ幼稚園    吉川町みなぎ台１-３１-４ 73-1171 
神和認定こども園    加佐八幡本１７６-１    82-7363 
エンゼル認定こども園  大村１０６７-３４９    82-2946 
一粒園認定こども園   本町１-５-１４       82-6990 
清心認定こども園    緑が丘町東２-５-１     84-0811 
ひろの認定こども園   志染町広野１-２１６    85-2995 
羽場認定こども園    福井３-１９１８-２９    83-3815 
えびす認定こども園   宿原９-１         83-3247 
いずみ認定こども園   口吉川町大島８５４    88-0811 
自由ヶ丘認定こども園  志染町中自由が丘３-９９  85-3650 
あけぼの認定こども園  志染町井上６８４     87-3222 
りんでん認定こども園   緑が丘町西４-１４-３   85-7838 

 

  

 

 

 

 

 

 

兵庫県三木市上の丸町１０-３０ 

   

お問い合わせ先 

三木市教育委員会 こども未来部 就学前教育・保育課 （修学資金担当） 
〒673-0492 兵庫県三木市上の丸町 10-30 

TEL 0794-82-2000（代） 内線 3559  FAX 0794-89-2450 

 URL http://www. city.miki.lg.jp/  ※ 申請書類は､ホームページからダウンロードできます｡ 

三木市役所 



 

 


