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幼稚園・ 保育園・認定こども園

幼稚園名 所在地 電話 募集人数
３歳 ４歳 ５歳

公
　
立

黒沢尻 常盤台 63-3504 40 35 若干名
更木 更　木 66-2589 20 16 若干名
江釣子 滑　田 77-4340 40 28 20
横川目 横川目 72-2233 20 26 若干名
藤根 長　沼 73-5335 20 11 若干名

私
　
立

やさか 北鬼柳 63-4832 40 20 若干名
むらさきの 村崎野 66-2153 60 25 若干名
専修大学北上 柳原町 64-6006 60 若干名 若干名
暁の星 中野町 65-2082 60 20 20
大堤 相去町 67-0505 50 30 若干名

保護者の就労に関係なく、就学前の
児童が入園できます。

公
立

△

受付期間…12月１日(木)～15日(木)午前９時～
午後４時(土・日曜日を除く)△

受付場所・問い合わせ…各幼稚園△

募集要項…11月21日(月)から各幼稚園で配布△

その他…定員を超えた場合は、抽選により決定
することがあります

私
立

△

受付期間…11月１日(火)午前９時～△

受付場所・問い合わせ…各幼稚園

幼稚園

平成29年度

保護者の仕事や病気などの理由により、
保育が必要な就学前の児童が利用でき
ます。

保育園など
保育園名 所在地 電話 開所時間 保育年齢

公
　
立

大通り 九年橋 63-3038 7:00～19:00

 概
おおむ

ね１歳～就学前

二子 二子町 66-2532 7:00～19:00
口内 口内町 69-2015 7:30～18:30
南 相去町 67-4317 7:30～18:30
江釣子 上江釣子 77-2855 7:30～18:30
鳩岡崎 鳩岡崎 77-2412 7:30～18:30
横川目 横川目 72-2107 7:00～19:00

私
　
立

黒沢尻 鍛冶町 63-6889 7:00～19:00 満６カ月の翌月～就学前
川岸 川　岸 63-2688 7:00～19:00 概ね１歳～就学前
北上 本石町 64-3296 7:00～19:00 満６カ月の翌月～３歳未満
立花 立　花 64-0259 7:30～18:30 概ね１歳～就学前
くにみ 稲瀬町 65-1563 7:30～18:30 満６カ月の翌月～就学前相去 相去町 67-3130 7:30～18:30
わがの里 下江釣子 73-5524 7:00～19:00 満２カ月の翌月～就学前
おにやなぎ 鬼柳町 67-1020 7:00～19:00   概ね１歳～就学前
ときわだい 藤　沢 61-5666 7:00～19:00

満６カ月の翌月～就学前いいとよ
(29年４月開園予定) 村崎野 61-5666

(ときわだい) 7:00～19:00

小
規
模
・
事
業
所
内
保
育
事
業
所

ベビーホームあい 川岸 75-1469 7:00～19:00
満２カ月の翌月～３歳未満ニチイキッズ北上さくら 黒沢尻 64-6401 7:00～19:00

ガーデン北上東 黒沢尻 72-8114 7:30～19:00
ガーデン北上中央 さくら通り 72-6118 7:30～19:00 概ね１歳～3歳未満
キッズランド未来 常盤台 72-8585 7:30～18:30 満６カ月の翌月～３歳未満
ひよこ保育園 中野町 72-5335 7:30～18:30 満10カ月の翌月～３歳未満
ゆめいろ保育園 若宮町 72-7955 7:30～18:30 概ね１歳～3歳未満
ガーデン村崎野園 村崎野 72-7319 7:00～19:00 満２カ月の翌月～１歳未満
和の色保育園 村崎野 72-5757 7:30～18:30 概ね１歳～3歳未満
ぷっちらんど保育室 村崎野 66-6685 7:00～19:00 満６カ月の翌月～３歳未満
そらいろ保育園 鬼柳町 72-7788 7:30～18:30 満２カ月の翌月～３歳未満
ひたかみ保育所 北鬼柳 61-5070 7:00～19:30 満６カ月の翌月～３歳未満

※延長保育の取り扱いは園によって異なります。

園名 所在地 電話 開園時間 保育年齢

私
立

いわさき認定こども園 岩　崎 73-8111 7:00～19:00 概ね１歳～就学前
ふたば認定こども園
双葉幼稚園 花園町 65-2800 7:00～19:00 満10カ月の翌月～就学前

幼稚園と保育園の機能や特徴を併せ持つ施設で、就学前の児童が利用できます(３歳未満
は保育が必要であると認定された児童が対象)。

△

受付期間…①保育利用11月１日(火)～
19日(土)②教育利用11月1日(火)
※２日以降は募集人数に達するまで随時
受け付け(教育利用のみ)。

認定こども園

△

受付期間…①11月14日(月)～18日(金)
午前８時30分～午後５時②11月19日
(土)・20日(日)午前９時～午後３時
※火曜日は午後６時30分まで。△

受付場所…①子育て支援課(本庁舎４
階)②本庁舎地下食堂△

申込書の配布…各保育園、大通り保育
園地域子育て支援センターおよび子育て
支援課で配布しています△

問い合わせ…子育て支援課☎72-8260※

各保育園などでは受け付けしません
のでご注意ください。
※28年度に入所申し込みをしていて、
まだ入所していない児童は再度申し込み
が必要です。
※延長保育の取り扱いは園によって異な        
ります。
※ゆめいろ保育園は平成29年４月より
若宮町から常盤台へ移転する予定です。
※市立飯豊保育園は29年３月末で閉園
となります。

※受付期間以降は募集人数に達するまで随時受け付け。

申し込み

△

受付場所・問い合わせ…各認定こども園



－ 5－ 第616号

ワーク・ライフ・バランスのすすめ
～仕事と生活の調和～

ワーク・ライフ・バランスってなんだろう？

　誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとと
もに、家庭や地域生活などの｢仕事以外の生活｣との調和がとれ、その両方
が充実し、多様な生き方が選択・実現できることをいいます。

　和江会は｢特別養護老人ホームわがの里｣｢わがの里保育園｣などを運営し、女性
職員が多く働く職場で、結婚・出産・育児の段階の女性も長く働き続けられるよ
う職場の環境づくりに取り組んでいます。
　平成25年度に｢くるみん｣認定を受けました。これは、次世代育成支援対策推
進法に基づいた子育て支援に積極的な企業が、厚生労働大臣の認定を受けられる
ものです。
　ワーク・ライフ・バランスの取り組みについて、施設長の髙橋さん、事務長の
菊池さんにお話を伺いました。

和江会の取り組み
　｢女性職員が育児休業を取得しやすい職場環境づくり｣｢男性職員の育児休業
及び子の看護休暇取得促進｣｢誕生日休暇と組み合わせた年次有給休暇の取得推
進｣を目標に、職員全員が生き生き働けるように職場改善を行っています。
●育児休業の取得率が高く、男性の育児休業も奨励しています。看護休暇の取
得率は43.4％で、男性も取得しています。忙しい中でも職員が制度を十分活
用できるよう、職場での取得実績をつくり、子育て支援のムードを高め、取得
しやすい職場環境づくりを行っています。
　休暇制度では、誕生日休暇があります。誕生日だと職員が平等に取得でき、
その日の前後に併せて休暇を取る人も多く、取得率も93％を超えています。
●働きながら資格を取りたいと希望する職員も多いことから、職場のキャリア
支援として、研修派遣を積極的に行い、経費や旅費支援を行っています。

髙橋施設長から
　現場の職員には、介護職や保育職でさまざまな勤務体制の中、頑張ってもらっているので、仕事をしやすい環境
を少しでも整えていきたいです。離職せず復帰する職員が多いことは、うれしいことです。育児休業取得者が、後
に続く職員たちの良いモデルとなり、職場の雰囲気づくりができてきました。育児休業取得は、職場環境に左右さ
れると感じます。事業所側では、補充の人員確保に苦労しています。福祉系の学生も減っているようだし、就職も
都会に流出してしまう傾向にあるので、地元に定着してくれるよう何かしら対策がほしいと感じています。人員不
足は、職場にとってもワーク・ライフ・バランスを取り組み難くしているのではないでしょうか。

職員のアンケート結果
～育児休暇を取得した人に仕事と
育児の両立について伺いました～

○仕事と育児の両立は自分のス

キルアップにつながり、職場で

子育てのアドバイスをもらえた

○復帰できる職場があることは

ありがたい○忙しさもかなりあ

りますが、充実しています。も

う少し労働時間が短く休みも増

えれば、家族と過ごす時間が増

えると感じています○育休後の

復帰は子育てとの両立が不安で

したが、相談してなんとか乗り

きることができました○子ども

が病気の時、快く休ませてくれ

協力的な職場です。看護休暇は

助かっています

○育児休業や介護休業の取得促進  ○年次有給休暇の取得促進
○時間外労働の削減　○研修参加への支援　など
●従業員の定着や満足度、仕事への意欲向上　●業務の生産性や効率性が向上　
●メンタルヘルス上の問題が減った　など　

企業の
取り組みは？

企業側の
メリットは？

もっと仕事と生活
のバランスをうま
くとれないかな？

もっと、子どもと
一緒の時間がほし
いな…

社会福祉法人和江会(下江釣子)

ワーク・ライフ・バランス取り組み企業紹介
　(子育てサポート企業｢くるみん｣認定企業）

　　　　　　
～職員たちが休暇を取りやすい環境・風土づくりに取り組んでいます～

問い合わせ　　地域づくり課　　☎72-8300 　


