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区　分 日　程 時　間   主な内容

全
校

小学校

10月30 日㈰ 9:45～12:00 小学生駅伝競走大会（舞鶴国際ふ頭 ）
11月17日㈭

9:30～12:00
小学校合同音楽会（総合
文化会館）  （17日：西地
区、18日：東地区）11月18日㈮

中学校 10月22日㈯ 13:00～15:30 中学校文化祭典（総合文化会館）

小
学
校

新舞鶴 11月   １日㈫ 9:45～12:30 マラソン大会
三笠 10月26日㈬ 10:10～11:40 持久走大会

倉梯 11月   ４日㈮   10:55～16:00 ワールド集会（留学生と交流）
倉梯第二 10月27日㈭ 9:30～12:30 マラソン大会
与保呂 10月 31日㈪ 13:55～14:40 薬物乱用防止教室
志楽 10月25日㈫ 9:40～11:30 持久走大会
朝来 11月   ２日㈬ 9:40～11:00 マラソン大会
大浦 11月   １日㈫ 10:30～12:30 持久走大会
中舞鶴 11月   １日㈫ 10:25～11:30 マラソン大会

明倫 10月26日㈬ 8:30～15:00 １日学校公開（小中一貫教育の取り組み）
吉原 10月26日㈬   10:50～11:30 マラソン大会
余内 10月25日㈫ 8:30～12:00 マラソン大会
池内 11月   ２日㈬ 10:40～12:15 マラソン大会

中筋 10月28日㈮ 8:40～　9:20 中筋タイム（多学年間の交流）
福井 11月   １日㈫ 10:40～12:00 マラソン大会
高野 11月   １日㈫ 10:00～11:30 マラソン大会
岡田 10月25日㈫ 10:30～11:40 マラソン大会
由良川 10月26日㈬ 9:45～11:40 マラソン大会

まいづるオープンスクールウイーク
　10月22日㈯～11月３日㈷を「まいづるオープンスクールウ
イーク」とし、同期間を中心に市内の小・中学校、舞鶴幼稚園で
授業や行事を公開。開かれた学校づくりの一環として、校区を
超えて広く市民の皆さんに学校の様子を見たり聞いたりして
もらい、学校への理解と関心を深めてもらうために開催しま
す。各学校の主な行事は表のとおりです。
▶詳しくは、学校教育課（☎66・1072）へ。
※詳しい内容や表以外の参観についてのお問
い合わせは各学校へ。

区　分 日　程 時　間   主な内容

中
学
校

青葉 11月   3日㈷ 9:30～15:30 輝け青葉デー（総合文化会館）

白糸
11月   5日㈯
11月   6日㈰

9:00～14:20
9:00～12:40

学校祭

和田 11月   6日㈰ 9:00～15:30 文化祭

城南
11月   5日㈯
11月   6日㈰

9:00～15:20
9:00～13:00

城南祭

城北 11月   5日㈯     9:00～13:00 城北祭
若浦 10月29日㈯     9:00～15:00 学習発表会
加佐 11月   5日㈯     9:20～13:00 文化祭

舞鶴幼稚園 10月31日㈪ 10:00～12:00
親子広場
（未就園児の園庭開放）
※25日は公開はありません

秋は、クマが冬に備えて活発に餌を探す季節です。引き続きクマの出没に注意してください。
自宅や畑の周辺に、生ごみや収穫しなかった柿などの果物を放置すると、ツキノワグマが

それらを狙って出没することがありますので、適切な処理をお願いします。
　また、市では、ホームページやメール配信サービスで出没状況の詳細を配信していますので
ご活用していただき、今後もクマの出没に十分注意してください。
▶詳しくは、農林課（☎66・1030）へ。

市では、小中一貫教育の取り組みの一環として、平成
29年度から明倫小学校の中学校区を再編成します。こ
れまで、明倫小学校の卒業生は昭和28年から城北中
学校と城南中学校の２校に分かれて進学していました
が、一貫性のある義務教育９年間の教育環境を整える
ために基本的に全員が城北中学校へ進学するように変更
するものです。
他の小学校の進学先（◇城北中…吉原・余内・福井小  

◇城南中…池内・中筋・高野小）は変更ありません。

義務教育９年間の切れ目ない教育のために

０歳～15歳までの切れ目ない質の高い教育の充実のた
め、城北・加佐中学校区で小中一貫教育を先行的に実施し
ています。平成30年度までに全中学校区での実施を目
指し、中学校区内の小・中学校を１つの学校としてと
らえ、次の取り組みを実施しています。

城北・加佐中学校区で小中一貫教育を先行実施

城北中学校区の４小
学校（余内・福井・
明倫・吉原）に城北
中の教員が出向き、
理科と音楽の授業を
実施
（５月18日、余内小
学校）

中学校区内の２小学
校（岡田・由良川）
の児童が合同で学習
をすることで、異な
る小学校の児童が交
流する機会に
（５月24日、加佐中
学校）

教育企画課（☎66・1034）問

城北中学校区のシン
ボルマークを自分た
ちで作ろうと、同校
の生徒会役員が校区
の４小学校を訪問、
その意義とマーク応
募について呼びかけ
た（７月13日、福
井小学校）

ふるさと学習・社会
科の一環で、中学校
区内の小学生が地
域の人に教わりな
がら田植えを体験
（５月17日、旧岡
田上小学校横）

◇中学校区共通の教育目標の設定 
◇義務教育９年間の一貫性のある学習・生徒指導
◇小学校高学年からの一部教科担任制 
◇小・中学校教職員の乗入授業
◇小学校間や小・中学校間の交流事業
◇小・中学校教職員の交流　など
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０歳から就学前までの一貫した育ちや学びを支援
「舞鶴幼稚園及び西乳児保育所の公立認定こども園移行基本方針」を策定

市では、西乳児保育所の機能を隣接する舞鶴幼稚園に集約し、
「認定こども園」として整備するため「舞鶴幼稚園及び西乳児
保育所の公立認定こども園移行基本方針」を策定しました。
策定にあたっては、基本方針（素案）をもとに、保護者・

市民説明会や各関係団体などでいただいた意見を踏まえると
ともに、市パブリック・コメント手続制度（市民意見提出制度）
での意見をもとに、基本方針（案）を策定。８月31日に開催
した、市子ども・若者支援会議で承認を得たものです。
□パブリック・コメントの募集結果
基本方針（素案）に対し、市パブリック・コメント手
続制度に基づき意見を募集した結果、３人から４件の提
出がありました（募集期間は７月22日～８月21日）。
寄せられた意見は、意見を踏まえ趣旨を施策展開に反映
させていくものが２件、意見に対する市の考え方を説明
し、ご理解いただくものが２件でした。
□閲覧できます
基本方針の内容や市パブリック・コメントの募集結果
は、市政情報コーナーや幼稚園・保育所課などで閲覧で
きます。市ホームページにも掲載。
▶詳しくは、幼稚園・保育所課（☎ 66・1009）へ。

□認定こども園とは
認定こども園は、保育所と幼稚園の両方の機能を併せ持っ

た施設で、学校施設であり、児童福祉施設でもあります。
これにより、０歳から就学前までの一貫した教育・保育の

提供を行うほか、保護者の就労の有無など家庭状況の変化に
関わらず子どもが同じ園に通うことができ、地域の子育て中
の家庭に対する相談・援助などの子育て支援事業なども実施
します。

加佐中学校区の取り組み 城北中学校区の取り組み
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▶メール配信サービスの
登録は右のコードから

現　

在

変
更
後

明倫小学校

明倫小学校 城北中学校

城北
中学校

城南
中学校

進学

進学

平成29年４月から

年齢ごとの園児定数
認定 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計

１号（幼稚園） 12 17 17 46

２号（保育所） 8 8 8 24

３号（保育所） 7 8 8 23
計 7 8 8 20 25 25 93

基本方針の概要
施設名称（仮称）舞鶴市立舞鶴こども園
施設類型 幼保連携型認定こども園
運営 舞鶴市
開設時期 平成30年４月（予定）
定員 93人（内訳は下表のとおり）
設置場所 市内字円満寺100番地の４（舞鶴幼稚園）
その他 乳幼児教育センターを併設

平成29年度から明倫小学校の中学校区を変更

□９㌻に関連記事

冬眠前のクマに注意!


