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認定こども園、保育所の入園申し込みの状況等について  

 
１ 入園申し込みの状況と今後の入園調整について  

このたび入園申し込み（幼稚園除く）が 1,924 人あるなか、①在園児童②より保育の必要な児童③第 1 希望で

の入園が可能な児童を優先的に調整した結果、現時点では 1,857 人の入園調整ができることとなりました。  
この入園調整において希望する園への調整ができなかった児童 67 人について、さらに 2 次調整を行ない待機

児童ゼロの達成をめざします。  
この児童数は、昨年同期の 184 人に比べ 117 人少なくなっています。  

（H29.2.10 現在）  

 

 ※入園調整済み 1,857 人＝ 1,924 人― 542 人＋ 475 人  

０～５歳児
　　　　Ⅰ

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 小計 合計

54 271 310 434 429 426 1,289 1,924 1,879 ＋ 45

52 155 117 160 52 6 218 542 519 ＋ 23

39 130 105 143 52 6 201 475 335 ＋ 140

一旦、子ども園へ入園 2 9 12 23 - - - - 23 - -

直接小規模園へ入園 3 15 14 32 - - - - 32 - -

13 25 12 17 0 0 17 67 184 △ 11750

入園申込数

55
うち小規模保
育園対応

今後調整を要する児童数　C（A-B）

うち新規申込数　A

入園調整済み　B

635

324

274

（参考）
昨年同期
　　　　　Ⅱ （Ⅰ－Ⅱ）

３～５歳児０～２歳児

小計
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２ ０～２歳児の２次調整枠 

現在、入園調整を要する５０人に加え今後３月末まで（昨年度の例では、２月・３月で約４０人）及び４月以

降入園を希望する児童に対しては、下表の枠内にて対応が可能であり、引き続き入園調整をしてまいります。  
                                         （H29.2.10 現在）  

園区 施  設  名 余裕数 備   考 

第１ 神和認定こども園 若干名 0～2 歳児 

（仮称）神和小規模保育施設 １０名程度 0～2 歳児 

エンゼル認定こども園 若干名 3 歳児（1 号） 

（仮称）エンゼル小規模保育施設 若干名 0～2 歳児 

（仮称）ひろの小規模保育施設 １０名程度 0～2 歳児 

（仮称）羽場小規模保育施設 １０名程度 0～2 歳児 

（仮称）えびす小規模保育施設 １０名程度 0～2 歳児 

上の丸保育所 １０名以上 2～5 歳児 

別所認定こども園 １０名程度 2～5 歳児 

第２ りんでん認定こども園 １０名以上 0～5 歳児 

志染保育所 若干名 0～2 歳児 

しんてつ・みどりがおか保育園 若干名 0、1 歳児 

第３ いずみ認定こども園 １０名程度 0～5 歳児 

 
３ ３歳児の２次調整枠  

現在、入園調整を要する１７人については、下表のとおりスペースに余裕があることから対応が可能であり、

引き続き入園調整してまいります。                       （H29.2.10 現在） 

園区 施  設  名 余裕数 備   考 

第１ 
エンゼル認定こども園 若干名 ３歳児（１号） 

別所認定こども園 １０名程度 ２～５歳児 
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上の丸保育所 １０名以上 ２～５歳児 

第２ りんでん認定こども園 １０名以上 ０～５歳児 

第３ いずみ認定こども園 １０名程度 ０～５歳児 

 

4 小規模保育施設の整備状況 

当初は５園とも４月１日の開園を目指していたものの、下記の理由により、４園は２ヶ月程度遅れる見込みと

なります。このことを受け、実質的な待機児童（希望園への入園を待つ児童）が発生する「リスク」は高まりま

すが、５月末までには完全解消します。  
  （ただし、どうしてもマッチングがうまくいかない場合もあります。）  

なお、調整を必要とする児童の保護者には本日付けで、別紙のとおりお知らせしております。  

 

現在の状況 開園時期 開園が４月１日より遅れる理由 受入可能人数

1 エンゼル
・既存施設を園にて借
上げ、改修工事中

平成29年4月1日

2 ひ ろ の
平成29年5月中旬

（予定）

3 神　　和

4 羽　　場

5 え び す

最大１１０人
（各園２２人）

・４園合同によるプロ
ポーザルを実施して
「大和リース（株）」
を選定済（H28.11）
・今月中に各園にて契
約後、建築確認を取得
し、工事着手

・以下の事項についての調整等に時間
を要したこと
① 建設予定地の最終選定
② 児童の安全確保等に関する調整
　（保育室内の各種安全対策等）
③ 地盤の状況など建築予定地の個別
　事情の対応
　（地盤強度の確認・埋設インフラ等
　　との調整）
④下水への接続等付帯工事の調整

平成29年5月末
（予定）

※２～５の小規模園の開園時期は予定より前後する場合があります。  



平成２９年２月１０日 

 保 護 者 様 

三木市福祉事務所長 

 

施設入所１次調整の結果と２次調整のご案内 

 

日頃は、三木市児童福祉行政にご理解とご協力を賜りありがとうございます。 

このたび、あなた様が入所を希望されていた施設（保育所・認定こども園等（以

下「こども園等」という。））について、１次調整の結果を下記のとおりお知らせし

ます。 

記 

１ 調整結果   この度は希望園への入所決定ができませんでした。 
２ 理  由   入所可能人数を超える申し込みがあり、保育要件の高い方を優

先して入所調整をしたため。 
３ 今後の予定  希望施設の変更をご希望の場合には、以下の施設状況をご参考

いただき、２次調整受付期間中にご来庁のうえ相談ください。 

なお、引き続き第１希望の施設を希望される場合には、待機し   

ていただき、当該施設に入所可能になった時点でご連絡させて

いただきますのでご了承ください。 
＜２次調整対象施設＞                    （H29.2.10 現在） 

園区 施  設  名 余裕数 備   考 

第１ 神和認定こども園 若干名 0～2 歳児 

（仮称）神和小規模保育施設 １０名程度 0～2歳児（５月末開園予定）

エンゼル認定こども園 若干名 3 歳児（1号） 

（仮称）エンゼル小規模保育施設 若干名 0～2 歳児（４月開園予定） 

（仮称）ひろの小規模保育施設 １０名程度 0～2歳児（５月中旬開園予定）

（仮称）羽場小規模保育施設 １０名程度 0～2歳児（５月末開園予定）

（仮称）えびす小規模保育施設 １０名程度 0～2歳児（５月末開園予定）

上の丸保育所 １０名以上 2～5歳児 

別所認定こども園 １０名程度 2～5歳児 

第２ りんでん認定こども園 １０名以上 0～5歳児 

志染保育所 若干名 0～2 歳児 

しんてつ・みどりがおか保育園 若干名 0、1 歳児 

第３ いずみ認定こども園 １０名程度 0～5歳児 

※ 各小規模保育施設については、開園時期が予定より前後する場合があります。 

【連絡先】  三木市教育委員会 就学前教育・保育課 教育・保育認定グループ 

 ℡ 0794‐82‐2000（内線 3548） 

２次調整受付期間  ２月１３日（月）～２月１７日（金） 

２次調整結果通知  ３月上旬（予定） 

別紙 このお知らせは 0～2 歳児用です。 
3 歳児用のお知らせとは内容が異なります。
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