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「地域とともにある学校づくり」を目指して

コミュニティ・スクールが始まりました

　コミュニティ・スクールとは「学校運営協議会」

を設置している学校のことです。同協議会は「地

域とともにある学校づくり」を目指し、熟議など

を通じて地域でどのような子どもを育てていくか

目標・ビジョンを共有し、子どもたちの教育環境

の充実や特色ある学校づくりについて協議を行っ

ています。

　本年４月までに六つの中学校区に学校運営協議

会を設置し、コミュニティ・スクールが始まりま

した。

　各協議会には「地域コーディネーター」を配置。

さらに、校報やチラシなどを通じてふるさと学習

やキャリア教育など教育活動におけるボランティ

アを募集しています。地域の皆さんもぜひコミュ

ニティ・スクールの活動にご協力ください。

【問い合わせ】�教育委員会学校教育課（【問い合わせ】�教育委員会学校教育課（☎☎41-3146）41-3146）

コミュニティ・スクール

説明説明

＊学校運営協議会の主な機能

◦�校長が作成する学校運営の基
本方針を承認する

◦�学校運営について、教育委員
会または校長に意見を述べる
ことができる

◦�教職員の任用に関して、校長
を通して教育委員会に意見を
述べることができる

承認・承認・
意見意見（（＊＊））

学校運営協議会
委員はＰＴＡ、
教育振興運動協
議会、地域団体
の代表者など

学校運営への必要な支援
に関する協議を行う

小学校・中学校の校長

協議の結果など協議の結果など
を情報提供を情報提供

設置・任命設置・任命

学校運営に関学校運営に関
する意見する意見（（＊＊））

情報提供・協議情報提供・協議
を踏まえた支援を踏まえた支援

◦�学校運営の基本方針を作成
◦�学校運営・教育活動

保護者・地域住民など
地域学校協働活動（学習支援・読み聞かせ・環境整備・郷土芸能など）

市教育委員会

教育委員会
学校運営協議会
設置や委員の任
命など

現在学校運営協議会を設置済みの６つの中学校区

◦花巻北地区（桜台小学校・花巻北中学校）

◦湯口地区（湯口小学校・湯口中学校）

◦湯本地区（湯本小学校・湯本中学校）

◦矢沢地区（矢沢小学校・矢沢中学校）

◦大迫地区（大迫小学校・大迫中学校）

◦東和地区（東和小学校・東和中学校）

＊�今後も随時中学校区ごとにコミュニティ・ス
クールを導入する予定です

◉�「育みたい子どもたちの姿」について
熟議します

▲矢沢小中校区学校運営協議会

▲花巻北小中校区学校運営協議会

13 2022（R4）.10.1

△

保育所

区分 施設名 住所 電話番号

公立

西公園保育園 南万丁目1008-1 23-2193

宮野目保育園 西宮野目6-100 26-2128

湯口保育園 上根子字中野13-13 28-2940

太田保育園 太田32-155-3 28-2058

大迫保育園 大迫町大迫4-22-1 48-3226

亀ケ森保育園 大迫町亀ケ森8-129-2 48-2127

小山田保育園 東和町北川目2-290 42-2215

上瀬保育園 東和町舘迫4-33-1 44-3117

成島保育園 東和町安俵9-307 42-2216

私立

若葉保育園 若葉町二丁目1-22 23-6634

めぐみ保育園 山の神384-1 24-1452

松園保育園 松園町391-8 24-6605

花巻太陽の子保育園 星が丘一丁目10-15 22-4445

花巻太陽の子保育園分園 星が丘一丁目8-2 41-4923

おひさま保育園 上根子字米倉220-2 29-4096

南城保育園 桜町四丁目230 23-3153

日居城野保育園 天下田121-1 41-3330

湯本保育園 湯本3-59 27-2718

笹間保育園 北笹間17-77 29-2038

みどりの保育園 不動33-5 41-8311

わこのいえ保育園 城内211-3 41-5217

こどものくに保育園 東町12-58 29-5222

石鳥谷保育園 石鳥谷町北寺林7-58-6 45-2453

石鳥谷善隣館保育園 石鳥谷町上口2-4-2 45-3810

八幡保育園 石鳥谷町八幡1-30-7 45-2256

八重畑保育園 石鳥谷町猪鼻7-53-4 47-2012

新堀保育園 石鳥谷町新堀40-27-8 45-3403

△

認定こども園

区分 施設名 住所 電話番号

私立

縢
かがりの

乃こども園 中根子字明堂26 23-6274

たかきこども園 高木20-200-308 24-1300

みなみこども園 桜木町二丁目209 23-4051

やさわこども園 矢沢9-18 31-2021

にじいろこども園 東宮野目13-95-4 41-3022

島こども園 東十二丁目14-36-3 23-5096

にまいばしこども園 二枚橋町南一丁目58-1 26-2529

第二若葉保育園 南川原町135-8 24-7423

ぴっころこども園 諏訪町二丁目4-7 29-5722

つちざわこども園 東和町土沢2-315 42-3820

△

小規模保育事業所（０～２歳児）

区分 施設名 住所 電話番号

私立

わこの家 花城町8-8 23-3522

ピュア・チャイルド園 若葉町二丁目12-34 29-6061

ひよこ保育園 下似内10-23-1 41-4150

ぎんどろ保育園 石神町364 41-6122

つくし保育園 松園町365-13 23-2769

よつば保育園 西宮野目7-171-2 29-6620

△

家庭的保育事業所（０～２歳児）

区分 施設名 住所 電話番号

私立 青空保育園 石鳥谷町好地5-75-1
080-9633-

4536

△

事業所内保育事業所（０～２歳児）

区分 施設名 事業所 住所 電話番号

私立 みつば保育園
国立病院機
構花巻病院

諏訪500 21-3217

■入所資格

　市内に住所があり、保護者や同居の家族が仕事や病

気などのため、日中の保育を必要とする児童

※�子どものための教育・保育給付認定が必要です。認定

申請は、入所申し込みと同時に行えます

■対象年齢

　０歳児から（各園により開始年齢が異なります）

■保育料

　

▲

３～５歳児は無償

▲

０～２歳児は扶養義務者の市

民税額や保育時間により算定

※�０～２歳児で非課税世帯の場合は無償。また、９月

から市独自の取り組みとして、０～２歳児の課税世

帯の保育料を引き下げました。詳しくは、広報はな

まき８月１日号をご覧ください　

■必要書類

　①給付認定申請書②入所申込書③児童の心身状況申

告書④利用に関する確認書⑤就労証明書など⑥保育料

など算定に必要な書類

■申請書・申込書などの配布期間・場所

※窓口延長の時間帯は配布していません

＊�平日の期間は混雑時にお待ちいただくことがありま

す。ご都合のつく人は土日のご来場にご協力ください

■申込受付期間・場所

△

一次受付期間

※窓口延長の時間帯は受け付けしていません

＊�平日の期間は混雑時にお待ちいただくことがありま

す。ご都合のつく人は土日のご来場にご協力ください

△

二次受付期間

…12月１日（木）～令和５年１月13日（金）

△

最終受付期間

…令和５年１月16日（月）～２月24日（金）

■保育施設の入所決定

　保育の必要性を考慮しながら、定員の範囲内で決定

し、令和５年１月中旬以降、順次通知します。

■その他

　市外の保育施設などに入所を希望する場合は、教育

委員会こども課までお問い合わせください。

配布期間 場所

10月22日（土）・23日（日）
午前９時30分～午後２時

まなび学園

10月24日（月）～令和５年２月24日
（金）[土・日曜日、祝日を除く]
午前８時30分～午後５時

市役所新館（２階）保育
園入所相談・受付窓口

各総合支所健康福祉係

受付期間 場所

11月19日（土）・20日（日）
午前９時30分～午後２時

まなび学園

11月21日（月）～30日（水）[土・日曜
日、祝日を除く]
午前８時30分～午後５時

市役所新館（２階）保育
園入所相談・受付窓口

各総合支所健康福祉係

令和５年４月からの
保育施設入所申し込みを11月19日から受け付けします保育施設入所申し込みを11月19日から受け付けします

【問い合わせ】 教育委員会こども課（☎41-3150）

■

市内の保育施設（10月１日現在のため変更となる場合があります）


