
＜保育コンシェルジュ 相談時間・場所＞ 

日 時：月曜日～金曜日  9 時～11 時 13 時～16 時  

場 所：市役所３階子ども育成課  TEL 0422－60－1854 

※予約を取ることをおすすめしています。ご予約は電話にて受け付けております。 

 

 

保育コンシェルジュ便り 

           

 

 

 
令和２年 10月 15 日～21 日の郵送受付、11月２日～10日の窓口受付けをした令和３年 

4 月一斉入所申込数（1次利用調整）は、1,005 人でした。 

１月 22 日に申込者全員に利用調整結果を発送しました。 

申込後、家庭状況等が変わる場合は、必ず事前に子ども育成課へご連絡ください。 

 
 
 
 
 
 
 

 

※12 月 28 日付で申込取下げをされた方を除いた申込者数も市ホームページで公表しています。 

 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4・5 歳児 合計 

前年度募集人数 263 259 81 107 125 835 

今年度募集人数 266 257 59 88 116 786 

前年度比 ＋３ -２ －22 －19 -９ －49 

前年度 1 次受付人数 298 446 146 172 63 1,125 

今年度 1 次受付人数 315 399 136 112  43 1,005 

前年度比 ＋17  －47 -10 -60 -20 -120 

令和３年４月認可保育施設入所 今後の流れ 

武蔵野市子ども育成課発行    2021.1.21  Ｎｏ.26 

 

 

◎2 次受付期間 2 月１日（月）～2 月４日（木） 

           2 次利用調整結果発送 ２月 18 日（木）発送予定です。 

 

◎あっせん受付期間 ３月１日（月）～３月３日（水）１次・２次申請をしていない方、転所申請の方
の申込はできません。 

           あっせんの案内は３月８日（月）～３月 12 日（金）を予定しており 

           電話連絡となります。 
 

 

武蔵境エリアに企業主導型保育事業の施設が1園
開所します！ 

 

☆企業主導型 ひかり保育園   
    1歳児～5歳児クラス  定員 40名 
 

利用しやすい保育料金とするため、 

内閣府から委託を受けた児童育成

協会が運営費の助成を行っていま

す。市の認可外保育施設入所児童

保育助成金の対象にはなりません。 

 

認可外保育施設です。 
 利用者が施設に直接申込み、 
契約をします。各施設の利用の
申込などについては、各施設に
直接お問い合わせください。 

 



もうすぐ幼稚園！ 2歳児プレ～未就園児情報～ 

幼稚園に入園する前の 2歳児（境こども園は 3 歳児）及びその保護者が対象です。 
１回ごとまたは通年開催の園、プレに通っているお子さんが優先的に入園できる園や、園行事への参加が可
能な園、親子で体験入園できる園もあります。詳細は、各園にお問い合わせいただくか、各園のホームペー
ジ、むさしのすくすくナビをご覧ください。各園のプレ保育で行われている活動内容を簡単にご案内します！ 

武蔵野中央幼稚園 
武蔵野中央第二幼稚園 

 
【未就園児保育の名称】 
●つぼみ 

【取り組みのねらい・大切にしていること】 
●在園児との交流の中で楽

しく過ごし、幼稚園が安心

できる場所となることを

ねらいとしています。 

【活動内容】 

●園庭遊び、制作、 
読み聞かせなど 

 

境こども園 

【未就園児保育の名称】 
 ●りんご組（3 歳児対象） 
【取り組みのねらい・大切にしていること】  
 ●こども園の入園を前提に

在園児との交流や、園行
事の参加を通して園の雰
囲気に慣れていくことを
大切にしています。 

  親子で参加するので、保
護者同士も顔見知りにな
れます。 

【活動内容】 
 ●在園児と一緒に散歩 
 ●工作や園庭遊び 
 ●園行事(誕生会等)に参加 
 ●給食試食 
 
 

すみれ幼稚園 
【未就園児保育の名称】 
●つぼみぐみ  

【取り組みのねらい・大切にしていること】  
●週 2 日、保護者から離れて 
保育を行います。お友だちと
楽しく過ごしたり、在園児と
共に交流したりする中で、 
年齢相応の人間関係、生活習
慣、ことば、自己表現等を学
んでいきます。お子様一人ひ
とりの発達に応じて、細やか
な保育を行います。 

【活動内容】 
 ●保育者やお友だちと室内

や園庭で十分に遊びます。 
 ●紙芝居、絵本等の 

読み聞かせ 
 ●おやつ（無添加食品） 

 

学校法人源正寺学園みやま幼稚園              
【未就園児保育の名称】 
●てくてくひろば 
   親子で遊べるお部屋の開放 

【取り組みのねらい・大切にしていること】 
●1 歳～未就園のお子さんと親御
さんに気軽に園に来ていただき

お子さんを自由に遊ばせていた
だきながら子育ての悩みを親御
さん同士で共有したり、息抜き

のひとときを持っていただけれ
ばと思います。 

【活動内容】 

●園内のベビールームで自由に遊
べます。月に 1 回、幼稚園の先
生が親子で楽しむ工作遊びを紹

介します。 
感染予防のため閉室中です。再開 
はホームページ・公式ラインでお

知らせいたします。 

武蔵野相愛幼稚園 
【未就園児保育の名称】 
 ●たまごの会（親子クラス）  
【取り組みのねらい・大切にしていること】 
 ●モットーは“みんなで一緒に

楽しく子育て”です。穏や
かな空気と大人の温かいま
なざしと見守りの中で、子
どもたちは安心して遊び、
友だちとふれあうでしょ
う。親子だけで過ごす時に
は見えない子どものいいと
ころを発見できますよ。 

【活動内容】 
 ●親子で自由遊び・製作活動 
 ●親子でわらべうたを楽しむ 
 ●おやつの時間もあります 
（手作りの時も！） 

 

聖泉幼稚園 

【未就園児保育の名称】 
●わくわく園 
【取り組みのねらい・大切にしていること】 
●親子で一緒に絵本の読み聞
かせや制作、おもちゃで自
由に遊ぶ時間があります。 

 夏は水遊びも予定していま
す。新しいお友達や先生と
知り合って楽しく過ごしま
しょう。 

【活動内容】 
●製作と読み聞かせ 
●おもちゃで自由遊び 
●育児相談 

樫の実幼稚園 

【未就園児保育の名称】 
●チックタック教室 
毎週（水）13：30～15：00 定員 12 名  

【取り組みのねらい・大切にしていること】 
●遊びを通して様々な活動を体
験することで、子どもたちの豊
かな想像力と意欲を育てます。
母子分離ができ、お友だちと遊
べるようになります。 

【活動内容】 

●発達段階にあわせて、製作、
運動、リトミックなど総合的に
行います。 
●お楽しみ会、運動会、遠足な
ど季節の行事を親子で楽しみ
ます。 

 

栄光乃園幼稚園 

【未就園児保育の名称】 
●たんぽぽクラス（２歳児以上） 

（申し込み制） 
【取り組みのねらい・大切にしていること】 
●親子で楽しみ、幼稚園に親し
んでいただけるよう取り組ん
でおります。幼稚園で行うカ
リキュラムの一部を体験して
いただけます。 
幼稚園でおやつを食べたり、園
庭開放の折、同年代のお子様を
お持ちの保護者の方々との交
流の場がございます。 

【活動内容】 
●たんぽぽクラス 

 制作、体操、遊び、リトミック、
読み聞かせを行っております。 

 

幼稚園へインタビュー 
「プレはどんなことを
やっていますか？」 

聖徳幼稚園 

【未就園児保育の名称】 

●おひさま組 

【取り組みのねらい・大切にしていること】 
●親子でのあそびのヒント

子育ての不安に寄り添える

ことをねらいとしています。 
【活動内容】 

●親子で、造形あそび・ 
リトミックあそび・ 
体をつかったあそび 
園庭あそび、読み聞かせ等 

 

 

武蔵野東第一幼稚園 
      ・第二幼稚園 
【未就園児保育の名称】 
●わくわくデー 
●なかよしクラブ 
【取り組みのねらい・大切にしていること】  
●親子で園庭や保育室で遊ん
だり、保育者と触れ合った
りするなかで、園の雰囲気
を味わいながら親しみを感
じていただければと思って
います。また保護者の皆様
からのご質問やご相談に丁
寧にお応えできるよう心が
けています。 

【活動内容】 
●園庭や保育室での遊び 
 手遊びや読み聞かせ 
 製作遊び 

 

幼稚園って 
どんな 
ところ？ 

 

園の環境に
慣れて 

おきたいな 

子どもに 
合う園を 
選びたい！ 

けやき幼稚園 
【未就園児保育の名称】 

●ミニ見にシアター 

【取り組みのねらい・大切にしていること】 
●保護者同士や幼稚園の先生と
の交流を大事にし、親子でオ
リジナルの人形劇や紙芝居な
どを楽しみながら、観たり、
聞いたりすることを経験して
もらいます。 

【活動内容】 
●オリジナル人形劇などの鑑賞 
●季節感を大事にしている製作 
●ティータイムでの子育て談義  
 
 その他、「園庭開放」では、子
育て相談などお受けしていま
す。 


