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受付期間

　１１月４日（金）～２２日（火）（土・日曜日を除く）

　（定員に達するまで、受け付けを延長します）

幼稚園にある入園申込書と認定申請書に必要事項を記入し、

保護者印を押して各幼稚園に提出してください。

３歳児の受け入れ幼稚園

　観音寺幼稚園、柞田幼稚園、大野原幼稚園、豊浜幼稚園

（ただし、大野原・豊浜幼稚園通園区域以外の園児は、教育

委員会が認めた場合、通園区域にかかわらず、観音寺・柞

田幼稚園のどちらかに入園できます。なお、４歳児になれ

ば通園区域の幼稚園に通園することになります）

４・５歳児の受け入れ幼稚園

対象者

　保護者がともに仕事や病気などのため、

家族で保育できない児童（入所の必要度

の高い児童から順次受け入れ）

受付期間

　１１月４日（金）～２２日（火）

　（土・日曜日を除く）

　申込用紙は１１月４日（金）から子育て支

援課および各保育所（園）で渡します。

　締め切り前は混雑します。早めの申し

込みをお願いします。

注意

○待機児童対策のため保護者の就労状況

等で、入所の優先順位を決定します。

○入所申込書類に不備や実際の状況と異

なる記載がある場合は、入所選考でき

ない場合があります。

○現在入所待ちで引き続き入所を希望す

る人は、改めて申し込みの確認をしま

すので、必ず子育て支援課に連絡して

ください。

問い合わせ先

　子育て支援課こども施設係

　　　　　　☎２３－３９６２

申込先

　新規児童：子育て支援課または各保育所（園）

　継続児童：現在通っている保育所（園）

　現在の柞田・豊田・一ノ谷幼稚園３園の統合に向けて、完成

予想図や建設位置などをまとめた「基本設計」を作成しました。

今後、この基本設計に基づいて実施設計に着手します。

教育総務課　☎２３－３９３７

概要

建 設 地　現柞田幼稚園東側

敷地面積　約１２，９００㎡

延床面積　約　１，８００㎡　階層　平屋建て

構　　造　木造（一部鉄筋コンクリート造）

▼外観イメージ図

新幼稚園の名称募集 新幼稚園開園に向けて　
話し合いが始まりました対象　柞田・豊田・一ノ谷幼稚園の通園区域に住所

を有する人

受付期間　１１月１日（火）～１２月２０日（火）

応募方法　応募用紙に新しい幼稚園の名称案とふり

がな、命名の理由、応募者の住所・氏名

を記入の上、郵送またはＦＡＸ、電子メ

ールで提出。応募用紙は、３地区の幼稚

園、公民館で配布するほか、市ホームペ

ージにも掲載。

注　意　応募は１人１点、現在の３園の名称は不可

提出先　〒７６８－８６０１（住所記載不要）

　　　　観音寺市教育部教育総務課

３地区の幼稚園および公民館でも応募を受

け付けます。

ＦＡＸ　２３－３９２５

Ｅメール　ｋ_ｓｏｕｍｕ＠ｃｉｔｙ．ｋａｎｏｎｊｉ．ｌｇ．ｊｐ

　柞田・豊田・一ノ谷幼稚園の統合幼稚園

開園に向けて、第１回統合準備委員会が９

月２１日に開催されました。

　この統合準備委員会は、関係地域の自治

会やＰＴＡ、愛育会の代表者、教職員、学

識経験者によって構成され、３園の歴史と

伝統を継承する新しい幼稚園を、今後どの

ようにしていくかを話し合っていきます。

　また、統合準備委員会での協議内容をお

知らせする「統合準備委員会

だより」を発行し、３地区の

幼稚園や公民館などに配置す

るとともに市ホームページで

もお知らせする予定です。

設計の基本理念

下記の基本理念に沿って基本設計を行いました。

○感じたり考えたりしながらねばり強くやってみる子ども

　・箱形の直線的な園舎ではなく、多様な空間で楽しく感

じ、考える施設

○温かい気持ちで自分に自信をもち友だちを思いやる子ども

　・木材や自然素材を用いた、心に安らぎが生まれる施設

○自ら体を動かして元気いっぱいに友だちと遊ぶ子ども

　・園舎と園庭の空間の一体感を重視し、元気いっぱい内

外で遊べる空間
保育所名（園） 所在地 定員 対象

観音寺保育所 観音寺町甲２５５８番地２ ２４０人
生後　　
６カ月～

粟井保育所 粟井町１４５３番地 　６０人 ２歳～

伊吹保育所 伊吹町４８６番地１ 　４５人 １歳～

大野原保育所 大野原町大野原１５３５番地２ １２０人 生後　　
６カ月～豊浜保育所 豊浜町和田浜１１２４番地１ 　９０人

観音寺ふたば
保育園

本大町１４８３番地４ １２０人

生後　　
３カ月～

柞田保育所 柞田町丙１５３８番地 １４０人

高室保育園 高屋町１２番地１ １００人

愛和保育園 木之郷町２０３番地 １００人

観音寺中部
保育園

植田町１２１７番地３ １２０人

くれよん保育園 柞田町乙２４６３番地１ 　９０人

たんぽぽ保育園
（認定こども園）

豊浜町和田乙１０９０番地 　５０人

アプリコット
（小規模保育園）

柞田町甲１１０２番地６ 　１２人 生後　　
３カ月　
　～２歳ときわ保育園

（小規模保育園）
植田町１２１７番地７ 　　９人

幼稚園名 電話番号 通園区域（町名）

観音寺幼稚園 ☎５７－５２４０
観音寺町、茂木町、茂西町、有明町、八幡町、天神町、坂本町、
幸町、栄町、昭和町、南町、西本町、港町、三本松町、琴浪町、
瀬戸町、高屋町、室本町、流岡町、村黒町、植田町、出作町

柞田幼稚園 ☎２４－２６０１ 柞田町、木之郷町（４８８番地２７～３３を除く）

豊田幼稚園 ☎２７－６１３４ 新田町、原町、池之尻町、木之郷町４８８番地２７～３３

一ノ谷幼稚園  ☎２５－５８８５ 中田井町、本大町、古川町、吉岡町

大野原幼稚園 ☎５４－２０６９ 大野原町

豊浜幼稚園 ☎５２－５１１０ 豊浜町

対象児　３歳児

　　　　　平成２５年４月２日
　　　　　　～平成２６年４月１日生まれ

　　　　４歳児

　　　　　平成２４年４月２日
　　　　　　～平成２５年４月１日生まれ

　　　　５歳児

　　　　　平成２３年４月２日
　　　　　　～平成２４年４月１日生まれ

問い合わせ先

　学校教育課　☎２３－３９３８

　各幼稚園（下表）

平成２９年度  市立幼稚園入園児募集

平成２９年度  保育所入所児募集

仮称 南部地区幼稚園建設の
　　 　基本設計がまとまりました

平成３１年４月開園予定

▲配置図

▲位置図
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▼「安全行動１－２－３」

まず低く 頭を守り 動かない

　２００８年にアメリカで始まった新しい形の地

震防災訓練です。直訳すると「地震を吹っ飛ば

せ」という意味です。

　この訓練の特徴は、地震を想定して、住民が

一斉に「安全行動１－２－３」を行うことです。

その場で、短時間で、手軽に実施できることか

ら、日本でも広く普及しています。

　大規模地震の発生時には、まずは自らの身は

自らで守るという「自助」の考え方に基づいて

「いのち」を守ることが大切です。そして、そ

れが皆で助け合う「共助」の活動に結びついて

いくことになります。

　４月１日から運用している同報系防災行政

無線のモーターサイレン吹鳴確認（市内４７カ

所）を、毎年１回行うことにしています。

　本年は１１月初旬に、順次、保守業者がサイ

レン吹鳴の確認を下表のとおり行います（実

施時間等は、多少変更する場合があります）。

日時　１１月６日（日）

　　　午前９時～正午

場所　市内全域

注意　訓練のため、豊浜地区は午前

６時に、大野原地区は午前６

時１０分にサイレンが鳴ります。

訓練にご協力をお願いします。

天候により変更になる場合が

あります。

　高室小学校区で総合防災訓練を行います。

　それに伴い、同報系防災行政無線で次の放送をします。

　　　午前８時　　　市全域に訓練のお知らせ

　　　午前８時３０分　訓練地区にサイレンと訓練開始の合図

日時　１１月２０日（日）午前９時～午後０時３０分

　　　（天候により中止の場合あり）

場所　高室小学校運動場、体育館

内容　広報訓練、避難訓練、救出救助訓練、消火訓練、水防

工法訓練、応急救護訓練、炊き出し訓練、展示コーナ

ーなど

※実施場所名は、広報かんおんじ４月号７ページの設置箇所名に合わせています。

※防災行政無線設置箇所１４７カ所のうち、モーターサイレンのついた４７カ所が対象です。

　吹鳴の確認ですので何かをお知らせする

ものではありません。吹鳴中は大きな音が

鳴ります。

　ご迷惑をおかけしますが、防災行政無線

の適正運用のために必要な動作確認ですの

で、ご理解とご協力をお願いします。

問い合わせ先　危機管理課　☎２３－３９４０

防災行政無線サイレン吹鳴について

市消防団
防火パレード

観音寺市総合防災訓練

　地震が起きるとき、私たちはどこにいるか分かり

ません。シェイクアウトは学校や事業所、各種団体、

各家庭など、訓練開始時にいるその場で行います。

　香川県シェイクアウトのホームページ

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｈａｋｅｏｕｔ．ｊｐ/ｅｖｅｎｔ/ｋａｇａｗａ/

から登録できます。または、公共施設などで配布し

ているパンフレットに必要事項を記入し、香川県へ

郵送またはファックスをしてください。

　　香川県内の参加登録者数２０８，１５９人
　　　　　　　　（平成２８年１０月１７日現在）

問い合わせ先

　香川県危機管理課　☎０８７－８３２－３２４３

シェイクアウトって何？

どうやって参加するの？

　訓練時刻の午後２時、同報系防災行政無線から一

斉放送をします。　

　また、参加する学校や事業所、各種団体などは、

訓練用の音源を使用することができます。詳しくは、

市危機管理課まで連絡してください。

　さらに、スマートフォンでは、専用ブザー音が鳴

り、訓練メッセージが表示される地震防災訓練アプ

リが利用できます。詳しくは、かがわ防災Ｗｅｂポ

ータル ｈｔｔｐ：/ / ｗｗｗ．ｂｏｕｓａｉ- ｋａｇａｗａ．ｊｐ/

「お知らせ情報」で確認してください。

合図はあるの？

訓練時間は学校や仕事ですが…

何をすればいいの？
　やり方はとても簡単です。訓練時刻にみんな

で一斉に「安全行動１－２－３」を約１分間行

うだけです。

　地震の揺れ自体でけがをすることはめったに

ありません。死傷例の大半は家屋の倒壊やガラ

スの破片、落下物が原因です。地震発生時、自

分の身を守るためには数秒の猶予しかないかも

しれませんが、いざという時に備えるためには、

日ごろの訓練が必要不可欠です。

　その後、余裕があれば避難訓練や備蓄品の確

認など、プラスワン訓練を行いましょう。

１１月４日（金）午後２時
南海トラフ地震に備えて香川県内一斉に訓練を行います！

香川県シェイクアウト香川県シェイクアウト香川県シェイクアウト香川県シェイクアウト香川県シェイクアウト香川県シェイクアウト香川県シェイクアウト香川県シェイクアウト香川県シェイクアウト香川県シェイクアウト香川県シェイクアウト香川県シェイクアウト香川県シェイクアウト
県民いっせい地震防災行動訓練

危機管理課　☎２３－３９４０

午後２時（訓練時刻）に
「安全行動１-２-３」（右図）を

約１分間行いましょう！
地震
発生

実施場所（予定） 実施時間（予定） 実施場所（予定） 実施時間（予定）

１１月７日（月） 大長自治会館 １１：２０～１２：００

市伊吹支所 　９：２０～１０：００ 豊田公民館 １１：４０～１２：２０

観音寺西分団屯所 １４：４０～１５：２０ 出作南自治会館 １３：２０～１４：００

市役所 １６：００～１６：４０ 大原西ノ池 １３：４０～１４：２０

１１月８日（火） 常磐分団屯所 １４：２０～１５：００

海老済石砂 　９：２０～　９：４０ 粟井公民館 １４：４０～１５：２０

箕浦自治会館 　９：４０～１０：２０ 吉岡自治会館 １５：２０～１６：００

海老済 １０：００～１０：２０ 奥谷自治会館 １５：４０～１６：２０

有木 １０：４０～１１：００ 古川町 １６：２０～１７：００

関谷 １０：４０～１１：２０ 丸井池之内集落センター １６：４０～１７：２０

落合 １１：２０～１１：４０ １１月１０日（木）

本村 １１：４０～１２：２０ 境八幡神社 　９：２０～１０：００

田野々自治会館 １２：００～１２：２０ 室本港 　９：４０～１０：２０

内野々集落センター前 １３：２０～１４：００ 花稲分団屯所 １０：２０～１１：００

院内 １３：４０～１４：２０ 高室公民館 １０：４０～１１：２０

大福太鼓倉庫 １４：２０～１５：００ 林中 １１：２０～１２：００

二軒屋 １４：４０～１５：２０ 岡東公民館 １１：４０～１２：２０

萩の丘公園 １５：２０～１６：００ 十三塚 １３：２０～１４：００

須賀東 １５：４０～１６：２０ 観音寺中学校 １３：４０～１４：２０

豆塚上自治会館 １６：２０～１７：００ 柞田公民館 １４：２０～１５：００

市豊浜支所 １６：４０～１７：２０ 観音寺東分団屯所 １４：４０～１５：２０

１１月９日（水） 安井公民館 １５：２０～１６：００

柏原構造改善センター 　９：２０～１０：００ 給食センター １５：４０～１６：２０

粟屋集落センター 　９：４０～１０：２０ 市大野原支所 １６：２０～１７：００

木之郷公民館 １０：２０～１１：００ 下出 １６：４０～１７：２０

一ノ谷池 １０：４０～１１：２０
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