
高森町営学生寮について

高森町教育委員会事務局高森高校マンガ学科推進室
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令和５年３月６日



高森町営学生寮は、令和５年３月６日から開催の、
令和５年第１回高森町議会において、学生寮設置条例
の制定に関する審議及び関係予算案の審議を経て、学
生寮の運営に必要な関係規則等を正式に制定します。
審議の結果により、本資料の内容に変更が生じる場

合がありますので予めご了承ください。

ご注意
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１．高森町営学生寮の名称について

たかもり時空和ベース
ときわ

「夢と志を同じくする若者が、時間と空間（「時空（とき）」）を共有
する尖った場所であり、そして、これからの次代を担う令和の若者たち
にとって、漫画に代表される日本の文化「和」を高森から世界に発信す
る基地（ベース）となる」
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２．たかもり時空和ベース連絡先

〇所 在 地 〒869-1602
阿蘇郡高森町大字高森2213番地８

〇電話番号 0967-62-2566

〇メールアドレス
※光通信工事完成後（3/24までに確定）
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３．令和５年度入寮予定者数について

①高森高校生 男子３名、女子１８名

②高森中学校 男子２４名
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４．入寮正式申込みについて

①高森町営学生寮入寮申請書

②入寮希望者個人票

③身元保証書

下記書類を４月３日（月）必着で郵送にて提出

（提出先）

〒８６９－１６０２

住 所 熊本県阿蘇郡高森町大字高森２１６８番地

担当者 高森町教育委員会事務局 審議員

高森高校マンガ学科推進室 室長 村上純一

④寮との連絡用メールアドレス届

資料編①
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５．施設の設備、備付備品（A棟：男子寮）

共同設備及び備品
シャワー室７室、浴槽付風呂１室、トイレ３箇所、
電子レンジ２台、洗濯機１０台、掃除機２台、ＡＥＤ
アイロン１台、防犯カメラ（施設内外）、全館Wi-Fi、

居室備付
エアコン、学習机、椅子、デスクライト、ベッド・
マットレス、金庫、冷蔵庫、物干竿
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共同設備及び備品※各棟
シャワー室２室、トイレ２箇所、洗濯乾燥機２台、
掃除機１台、アイロン１台、電子レンジ１台、
防犯カメラ（施設内外）、全館Wi-Fi

居室備付
エアコン、
システムデスク（学習机、椅子、デスクライト、
ベッド・マットレス）金庫、冷蔵庫、姿見鏡

５．施設の設備、備付備品（B、C、D棟：女子寮）
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６．寮費について

①高校生 ６０，０００円／月
※敷金２か月分必要

②中学生 ４２，０００円／月
※敷金２か月分必要
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７．寮費に含まれる費用

①高校生

・食事（1日3食、土日、祝日含む）
・寮監費
・光熱水費
・共益費
・Ｗｉ－Ｆｉ使用料

※寮費については光熱水費の使用状況、物価上昇等の影響により
今後変更となる場合があります。
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②中学生

・食事（1日2食（朝・夕）平日のみ）
・寮監費
・光熱水費
・共益費
・Ｗｉ－Ｆｉ使用料

※寮費については光熱水費の使用状況、物価上昇等の影響により今
後変更となる場合があります。
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８．寮費納入及び振替手続き等について

①寮費の納入について
（１）預貯金口座からの自動振替とします。
預金口座は肥後銀行、ＪＡバンク、熊本県信用組合、ゆうちょ銀行のいずれか
となりますので、当該口座をお持ちでない方は、新規口座の開設手続きをお願
いします。

（２）口座名義人は必ず入寮生名義としてください（保護者名義は不可）。
（３）毎月２５日が当月寮費の振替日となります。ただし、振替日が土曜・日

曜・祝日の場合は翌営業日となります。

②寮費の納入手続きについて
（１）所定の「高森町歳入金預貯金口座振替依頼書」を、金融機関へ４月１０日ま

でに提出して下さい。
（２）振替は５月分から開始となります
（３）４月分については４月１０日の入学式に納付書を発行しますので、
４月２５日までに、金融機関にて納付をして下さい

資料編② 12



９．たかもり時空和ベースの運営（外部委託）について

〇社会福祉法人岳寿会

〒869-1620 熊本県阿蘇郡高森町大字高森３１７５
代表者 理事長 田代元樹

（法人概要） 昭和５８年設立
特別養護老人ホーム梅香苑、梅香苑デイサービスセンター、高森町在宅介護支援センター梅香苑、
地域密着型特別養護老人ホームひめゆり 運営
ホームページhttp://baikouen.com/
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１０．食事提供

岳寿会からの委託を受け「有限会社幸（みゆき）」が食事を提供します。

（有）幸（みゆき）：平成２年の創業以来、熊本県内各地における高校学生寮の給食
運営実績のみならず、病院給食、老健施設給食、学校給食、事業所給食事業におい
て県内断トツのシェアを誇る（株）東臣のグループ企業。
以前熊本県営で運営されていた高森高校寮での提供実績を有し、今回、高森町営
学生寮の開設に伴い給食事業を受託。

※熊本県内の高校寮で提供されている食事の一例

※食事のメニューは（有）幸の栄養士が１か月単位で献立し、専任のベテラン調理師が料理を担当します。
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１１．寮監

寮監は岳寿会より２名選任し入寮生の生活をサポートします。

（候補者２名には就任の内諾を得ており、現在最終協議を行っ
ております）
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１ 通常連絡

高森町教育委員会事務局
0967-62-0227

社会福祉法人岳寿会梅香苑
0967-62-3111

たかもり時空和ベース
0967-62-2566

寮監

社会福祉法人岳寿会ひめゆり
0967-62-1001

必要に応じて
入寮生全員

（若しくは寮内連絡網）
6項参照

高森高校
0967-62-0185

１２．連絡体制及び緊急対応等
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高森町教育委員会事務局
0967-62-0227

高森町教育長

高森警察署
110番（又は）
0967-62-0110

阿蘇広域消防本部南部分署
119番（又は）
0967-62-9034

男子寮（有）嶋田電設
0967-62-3220

女子寮（株）ひゆがや
0967-62-0248

①事故・事件

②火災・急患

③水道・水廻り

（有）嶋田電設
0967-62-3220

④電器

九州電力大津営業所
0120-98-6602

（夜間）0120-98-6609

⑤電力

合資会社大塚商店
0967-62-0025
（日曜）同上

⑥ガス

２ 緊急時連絡

社会福祉法人岳寿会梅香苑
0967-62-3111

社会福祉法人岳寿会ひめゆり
0967-62-1001

高森高校校長又は教頭
℡0967-62-0185

たかもり時空和ベース
0967-62-2566

寮監
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⑤看護師と寮監で
対応を協議（病院
受診、経過観察等）

３ 急病時等連絡

入寮生
急病人

社会福祉法人岳寿会
担当看護師

④連絡を受け、至急
たかもり時空和ベースへ

社会福祉法人岳寿会
0967-62-3111

※悪化する前に申出する、又は病院を
受診（学校産業医）するよう要事前指導

①

②

③

※必ず寮監経由

※備考

高森高校（学校医）
・渡邉総合内科クリニック 65-2201
・片山歯科 62-1971

高森中学校（学校医）渡邉総合内科クリニック
みもり歯科医院 62-2005

寮監
たかもり時空和ベース
0967-62-2566

入寮生には、入寮後早い段階で、高森町役場に在籍する救急救命士より、応急救護法、AED使用講習を実施します
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４ 欠席時等連絡

入寮生
（欠席対象者）

社会福祉法人岳寿会
担当者及び
担当看護師

保護者

高森高校
0967-62-0185
高森中学校
0967-62-0226

① ※必ず寮監へ申出

②※必ず ③

④

４－２ 欠席者の日中のケア

社会福祉法人岳寿会
担当者及び
担当看護師

9時までに

9時までに受けた欠席者情報の把握

岳寿会職員
AM8：30～PM3：00

（寮監が始業までの間）

欠席者の部屋見回り・声掛け
（見回り時間）
第1回 10：00（リモート）

→病院受診の状況等を確認
第2回 12：00～13：00

→岳寿会職員が対面で対応
→中学生の場合給食対応を学校と
要協議

第3回 15：30
→当番寮監対応

※内科の場合自分で町内
医療機関（学校指定産業医）
を必ず受診
※その他症状の場合、
寮監、岳寿会看護師と協議

（ケース１）※病院受診後の対応として
①特に容体に変わりがない・快方に向かっている場合
→処方された薬等があれば生徒へリマインド
→次回見回り職員又は看護師へ口頭申し送り
②１５時に担当寮監へ口頭申し送り

（ケース２）※病院受診後の対応として
①容体が引き続き悪い又は悪化しているような場合
→直ちに担当看護師へ連絡
②看護師は容体を寮で確認し担当寮監と対応を協議
③看護師は必要に応じて受診医療機関と協議

8時20分までに寮監より

寮監
たかもり時空和ベース
0967-62-2566
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５ 帰省時連絡

入寮生
（出寮）

①届出
（必ず保護者経由）

※当該日の３日前まで（食事提供数の観点から）
※所定の様式は別途作成※郵送又はメール
※止むを得ず電話連絡となる場合は、電話は事前登録の番号から

社会福祉法人岳寿会
担当者

高森高校
担当教師

高森町教育委員会事務局
高森高校マンガ学科推進室

②・④情報共有 ②・④情報共有

入寮生
（帰寮）

③帰寮報告
食事提供業者
（有）幸

0968-41-8038

②情報提供
（食事数調整）

寮監
たかもり時空和ベース
0967-62-2566
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６ 寮内連絡（寮監→入寮生）

（ケース１：重要事項） （ケース２：生活諸連絡）

口頭

入寮生全員

※食堂・談話室において実施

寮長

男子寮（高校生）
副寮長

男子寮（中学生）
副寮長

女子寮
副寮長４名

口頭

口頭
若しくは週１回の定例会議等
軽微な場合掲示板への掲載

寮監 寮監
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７ 保護者への連絡

高森町教育委員会事務局
又は

たかもり時空和ベース寮監
又は

社会福祉法人岳寿会

発信者

入寮生全保護者
※１生徒につき保護者１名のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚ

ｽを登録する
一斉メール

①一斉メールとなるので、「入寮者共通連絡」「高校生向け連絡」・
「中学生向け連絡」と内容が分かるように題名に記載します
②保護者からの問合せも本メールアドレスにて受付けます
③メールアドレスの登録届出については資料編①を参照

保護者

メールアドレス 光通信工事完成後（3/24までに確定）
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１３．寮生活の目安

高校生 中学生

6:00

6:30 起床 起床

（点呼含）7：00 朝食

7:30 朝食

8:00 登校 登校

9:00 学校 学校

10:00 ↓ ↓

11:00 ↓ ↓

12:00 ↓ ↓

13:00 ↓ ↓

14:00 ↓ ↓

15:00 ↓ ↓

16:00 部活動 ↓

16:30 ↓ 部活動

17:00 ↓ ↓

17:30 ↓ ↓

18:30 ↓ ↓

18:50 帰寮 ↓

（点呼含）19:00 夕食 ↓

19:30 ↓ 帰寮

（点呼含）19:40 入浴 夕食

20:30 ↓ 入浴

21:00

22:00 点呼 点呼

23:00 消灯 消灯

共有部分の掃除（当番）

ケース１
平日（部活あり）

高校生 中学生

6:00

6:30 起床 起床

（点呼含）7：00 朝食

7:30 朝食

8:00 登校 登校

9:00 在校 在校

10:00 ↓ ↓

11:00 ↓ ↓

12:00 ↓ ↓

13:00 ↓ ↓

14:00 ↓ ↓

15:00 ↓ ↓

16:00 帰寮 ↓

16:30 ↓ 帰寮

17:00 ↓ ↓

17:30 ↓ ↓

18:00 ↓ ↓

（点呼含）18:30 夕食 ↓

（点呼含）18:40 夕食

19:30 入浴 入浴

20:30

22:00 点呼 点呼

23:00 消灯 消灯

共有部分の掃除（当番）

ケース２
平日（部活なし）
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高校生 中学生

6:00

6:30

（点呼含）7：00 起床

8:00 朝食

9:00 部活動

10:00 ↓

11:00 ↓

12:00 ↓

12:30 帰寮・昼食

14:00 ↓

15:00 ↓

16:00 ↓

17:00 ↓

（点呼含）18:00 夕食

18:30 入浴

19:30

22:00 点呼

23:00 消灯

ケース３
土（部活あり）

剣

友

会

対

応

（

遠

征

あ

り

・

食

事

な

し

）

高校生 中学生

6:00

6:30

（点呼含）7：00 起床 朝食※

8:00 朝食

9:00

10:00

11:00

12:00

12:30 昼食 　昼食

14:00

15:00

16:00

17:00

（点呼含）18:00 夕食

18:30 入浴 帰寮・夕食

19:30

20:00 入浴

22:00 点呼 点呼

23:00 消灯 消灯

ケース4
土（部活なし）、日、祝日

食

事

は

剣

友

会

対

応



１４．急病の場合の対応

基本的に、体調不良時には、町内の病院を個人で受診し
ます。
新型コロナウイルス、インフルエンザ、ノロウイルス等

の「感染症」と診断された場合には、自宅療養をお願いし
ます。
しかし、県外等でどうしても帰宅が困難な場合は、高森

町教育委員会事務局、高森高校、寮監、保護者との協議に
よりその対応を決定します。
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１５．入寮日について

入寮は４月１日（土）以降にお願いします。

また、高校生は、４月１０日（月）までに必ず入寮し
て下さい。
入学式終了後に、入寮式を予定しています。

入寮予定日がご家庭で決定後、高森町教育委員会事務
局へ必ず連絡をして下さい。
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（担当者）

〒８６９－１６０２

住 所 熊本県阿蘇郡高森町大字高森２１６８番地

担当者 高森町教育委員会事務局 審議員

高森高校マンガ学科推進室 室長 村上純一

電話番号 0967-62-0227

メール m-j-1@town.kumamoto-takamori.lg.jp



１６．寮生活で必要な用品等の準備

□寝具一式 □洗面具 □スリッパ（又は室内履き）
□着替え □雨具 □常備薬 □ブックエンド
□居室の清掃用具 □延長ケーブル □ゴミ箱 □洗濯用具
□その他最低限度の手回り品（ ）

（注意）電気（灯油・ガス）ストーブや電気毛布などの熱を
発する電化製品は、防火上の理由から持ち込みできません。
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１７．外泊

原則として帰省、部活動等による遠征又は就職進学活
動等以外の外泊は認めません。

帰省等の際には、保護者を通じて「外泊願」を、寮監
へ提出してください。

資料編②
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１８．食事及び外泊当時の欠食

心身の成長と健康維持のため、３食の摂取を基本とします。

帰省等時に欠食する場合は、当該日の３日前までに欠食届
を寮監に提出して下さい。

資料編③
28



１９．閉寮期間

冬期休業日（年末年始）のみ閉寮期間があります。

閉寮期間は、高森町教育委員会、高森高校、岳寿会と
協議して決定し、夏休み終了時を目途に事前に通知しま
す。
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２０．自転車

寮生は徒歩通学が基本となります。
部活動や日常生活の移動手段として自転車の所有を希望する

生徒は、車両の防犯登録及び熊本県内で義務化されている自転
車損害賠償保険の加入手続きを必ず行ってください。
また、自転車を利用する時は、盗難の予防に努め、交通ルー

ルとマナーを守り、交通事故に遭わない、おこさないように安
全な運転を心がけるようご家庭で事前の指導をお願いします。
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２１．郵便物

通郵便、小包等には現金を入れないでください。
郵便物は必ず時間指定（18時～20時）で、
「A棟事務室寮監宛て」とし、入寮生徒名を明確にして
送って下さい。
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２２．退寮

退寮は原則年度末とします。
退寮届を退寮する日の2ヶ月前までに保護者が、教育委員会

に提出して下さい。。
（ただし、教育長が特別な事情があると認める場合はこの限
りではありません。）

資料編④
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２３．施設内における面会

寮生以外の者（友人等）のたかもり時空和ベースへの立ち
入りを禁止します。（ただし、寮監の許可を得た場合はこの
限りではありません。）
友人、保護者等の外来者は、必ずA棟事務室（寮監）に届け

出のうえ面会して下さい。
寮内における面会場所は、特別な理由がない限りA棟１階食

堂とし面会時間は19時30分までとします。
感染症拡大防止のため、発熱諸症状がある場合は、寮内へ

の立ち入り・面会をお断りしますので、予めご了承ください。
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２４．施設内の器物、設備等の破損について

入寮生の責任により、寮備付の備品や設備等を破損したり、
汚したりした場合等の修理、修繕費、弁償等は、実費相当額を
ご負担いただきますので、損害保険の加入をお奨めいたします。
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２５．その他（高森町子ども医療費受給制度）

高森町では、高森町の住民基本台帳に記載されている方で、
満１８歳に達する日以降最初の３月３１日までの方は、医療費
に係る一部負担金の支払い（窓口払い）が不要となります。
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２６．入寮説明会及び施設見学

３月２４日（金）開催の高森高校入学者説明会終了後、同会
場で入寮説明会を開催します。
入寮説明会終了後、実際の通学ルートを歩いて寮まで行き、

施設見学を行います。

※２４日以前に、事前に施設見学を希望される場合は担当者
までご相談ください。 （担当者）

〒８６９－１６０２

住 所 熊本県阿蘇郡高森町大字高森２１６８番地

担当者 高森町教育委員会事務局 審議員

高森高校マンガ学科推進室 室長 村上純一

電話番号 0967-62-0227

メール m-j-1@town.kumamoto-takamori.lg.jp 36


