
新しい先生やともだちとの出会いで
子どもたちの視野も広がります。

小学校・中学校一覧
問 教育委員会 学校教育課 学校教育係

☎24-0839（直通）
gakkokyoiku@city.chitose.lg.jp

小学校

入学前後の手続きなど
問 申 教育委員会 学校教育課 学校教育係

☎24-0839（直通）
gakkokyoiku@city.chitose.lg.jp

入学前

就学時健康診断（小学校のみ）
9月中旬に、新年度4月に小学校へ入学予定の子どもの
保護者に、就学時健康診断の案内書を送ります。

入学通知書
1月末までに、新年度4月に小学校・中学校へ入学予定
の子どもの保護者に、入学通知書を送ります。
※ 1月以降に市外から転入した場合や、市内で転居し就学すべき

学校が変わった場合は、別途入学通知書を送ります。

新入学者学校説明会
新年度4月に小学校・中学校へ入学予定の子どもと保
護者を対象に、2月ごろ各学校で開催します。案内書は
学校から送られます。

指定校の変更などについて
「指定期日に入学手続ができない」または「特別な事情
により指定された学校の変更を希望する」場合は、教
育委員会 学校教育課 学校教育係にご相談ください。

※MAPはP68～71を参照ください。

名称 所在地 地図番号 電話番号
千歳小学校 本町3丁目4-1 MAP❶ B-4 ❶ 23-2181
北進小学校 北栄1丁目2-6 MAP❶ B-4 ❷ 23-3439
北栄小学校 北栄1丁目10-2 MAP❶ B-4 ❸ 23-4138
末広小学校 富丘2丁目6-2 MAP❶ B-2 ❹ 23-4127
緑小学校 緑町4丁目4-1 MAP❶ B-4 ❺ 23-4107
千歳第二小学校 清流1丁目4-1 MAP❶ C-1 ❻ 23-2062

駒里小学校 駒里945-6 ※ MAP❶

D-2の右外 ❼ 23-3237

支笏湖小学校 支笏湖温泉2 ※ MAP❶

A-5の下外 ❽ 25-2729

日の出小学校 日の出2丁目3-20 MAP❶ C-2 ❾ 23-2670
信濃小学校 信濃2丁目34-12 MAP❶ A-3 � 23-4752
高台小学校 富丘1丁目19-4 MAP❶ B-3 ⓫ 23-9109

東小学校 東丘824-30 ※ MAP❶

D-1の上外 ⓬ 21-3200

祝梅小学校 梅ヶ丘3丁目2-1 MAP❶ D-2 � 23-1110
桜木小学校 自由ヶ丘7丁目1-1 MAP❷ B-4 ⓮ 22-3301
向陽台小学校 若草5丁目1 MAP❸ A-1 � 28-2111
北陽小学校 北陽3丁目9-1 MAP❷ B-2 � 42-3441
泉沢小学校 柏陽2丁目9 MAP❸ B-2 � 28-5830

みどり台小学校 みどり台北5丁目
3-1

MAP❷ A-1 � 40-2510

名称 所在地 地図番号 電話番号
千歳中学校 栄町4丁目35 MAP❶ B-4 ❶ 23-3161
北進中学校 北栄1丁目2-6 MAP❶ B-4 ❷ 23-3439
青葉中学校 豊里4丁目1-1 MAP❶ C-2 ❸ 23-4147

東千歳中学校 幌加731-117 ※ MAP❶

D-1の上外 ❹ 21-3300

駒里中学校 駒里945-6 ※ MAP❶

D-2の右外 ❺ 23-3237

富丘中学校 あずさ1丁目2-1 MAP❶ B-2 ❻ 24-1188
北斗中学校 北斗5丁目1-1 MAP❶ A-4 ❼ 22-4151
向陽台中学校 若草5丁目5 MAP❸ A-2 ❽ 28-4286
勇舞中学校 勇舞3丁目4-2 MAP❷ B-1 ❾ 40-0051

中学校
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入学後

就学援助
市内の小学校・中学校に通う子どもの保護者で、経済
的にお困りの方（年間の所得が一定額以下の方や、市
民税が非課税の方など）に、学用品費や給食費などを
援助しています。一部の費目は入学前に支給すること
が可能です。

転校について
● 転入、校区外へ転居するとき 

市民課または各支所での転入届、転居届の際に、その
場で入学通知書が発行されますので、前の学校で交
付された在学証明書などとあわせて指定された学校
へ提出してください。

● 転出するとき 
学校で在学証明書などの交付を受け、市民課または
各支所での転出届の後、転出先の市町村で手続きし
てください。 
転入してすぐ新入学（小学校・中学校）になる場合の
手続きは、お問い合わせください。

障がいのある子どもたちに
問 申 教育委員会 学校教育課 特別支援教育係

☎24-0160（直通）
gakkokyoiku@city.chitose.lg.jp

特別支援学級
心身に障がいのある子どもの就学のため、小学校15
校、中学校8校に特別支援学級を設置しています。
●  小学校 

北進小学校、北栄小学校、信濃小学校、高台小学校、祝
梅小学校、向陽台小学校、北陽小学校、東小学校、緑小
学校、桜木小学校、千歳第二小学校、日の出小学校、泉
沢小学校、末広小学校、千歳小学校

●  中学校 
千歳中学校、北進中学校、富丘中学校、向陽台中学校、
北斗中学校、青葉中学校、駒里中学校、東千歳中学校

通級指導教室
ことばやきこえに障がいのある子どもやLD・ADHD
などの発達障がいのある子どものために、通級指導教
室を設置しています。
●  ことばの教室　緑小学校、北陽小学校
●  発達支援教室　北進小学校、北陽小学校

子どもとの関わりを学びませんか？
問 申 教育委員会 生涯学習課 社会教育係

☎24-0848（直通）
shogaigakushu@city.chitose.lg.jp

親子ふれあい講座
父親など子どもとの関わりが少
なくなりがちな保護者を対象に、
学習や体験などを通じて親と子
の交流を深め、子どもとの関わり
方などについて学ぶ講座です。
●  年2回程度　　●  受講料400円程度

講習会
開催日時・場所については、案内チ
ラシや市のホームページ、広報ち
とせなどでご確認ください。

問 申（登録・解除に関すること）こども政策課 保育係 　　　☎24-0340（直通）
（その他のこと）子育て総合支援センター児童支援係　☎22-7888（直通）

放課後の居場所

小学校の放課後や学校休業日に、子どもが安心、安全に過ごすことができる「居場所」を用意しています。
保護者の勤務状況、お子さんの年齢等を考え、お子さんとよく相談して選んでください。

事業名 学童クラブ 児童館のランドセル来館 児童館の自由来館

内容

学年の異なる子どもと一緒に過ごし
ます。
指導員が出欠を把握し、遊びや生活の
支援を行います。
学校休業日には、遠足、プール、スケー
トなど戸外活動を行います。

学校帰りに、ランドセルを背負ったま
ま児童館に行くことができます。児童
館のルールの中で、自分で遊びを選択
して過ごします。指導員が利用カード
で入退館を把握し、見守ります。

児童館のルールの中で、自分で遊びを
選択して過ごします。公園などに自由
に出かけることができます。児童館内
では、指導員が見守ります。
長期休業期間は、お弁当を持参するこ
とができる「ランチデー」もあります。

要件

保護者が就労または病気などで長期
にわたり、昼間留守となる場合

【基準】保護者の勤務日数が週3日以上
で、かつ、勤務が終了する時間が15時
以降の場合（1年生は14時以降も可）

① 学童クラブが待機となった場合
② 保護者の出産、急な病気や親の介

護などにより、一時的に昼間留守
家庭となる場合

③ 就労条件が学童クラブの要件を満
たさない場合

ランドセルを家に置いてから利用しま
す。登録要件などはありません。

負担金
保護者の前年分の所得状況に応じて
決まります。
※ 別に傷害保険に加入いただきます。

無料
※ 別に傷害保険に加入いただきます。 なし

定員 学童クラブにより異なります。 各児童館おおむね30人 なし

開設日 日曜、祝日、振替休日、年末年始（12月29日～1月3日）を除く毎日
※新年度準備や行事等により、利用についてご協力いただくことがあります。

開設時間 平日　下校時～18：30／学校休業日　8：00～18：30
※一人で帰る場合は、17：30または愛の鐘の時間まで

平日　下校時～／学校休業日　9：00～
※17：30または愛の鐘の時間まで

小学校の長期休業期間のみ利用する学童クラブ
学童クラブは通年での利用を基本としていますが、登録定員に空きがあるなど通常運営に支障がない場合、夏・秋・
冬・春（3月）休みのみの利用登録ができます。

学童クラブ 児童館 所在地 地図番号 電話番号
青空学童クラブ － 本町3丁目4-1 千歳小学校内 MAP❶ B-4 ❶ 22-6863
信濃学童クラブ しなの児童館 富士2丁目3-4 MAP❶ A-3 ❷❶ 22-2977
ひまわり学童クラブ いずみさわ児童館 柏陽2丁目2-1 MAP❸ B-2 ❸❷ 28-6110
ふれあい学童クラブ ひので児童館 青葉5丁目8-8 MAP❶ C-3 ❹❸ 24-3163
すこやか学童クラブ ほくおう児童館 北斗5丁目6-10 MAP❷ B-4 ❺❹ 42-3743
祝梅学童クラブ しゅくばい児童館 弥生2丁目7-4 MAP❶ D-2 ❻❺ 27-3126
清流学童クラブ せいりゅう児童館 清流2丁目4-2 MAP❶ B-1 ❼❻ 22-2560
向陽台小学童クラブ － 若草5丁目1 向陽台小学校内 MAP❸ A-1 ❽ 090-2072-0646
ちとせっこ学童クラブ ちとせっこ児童館 花園4丁目3-1 ちとせっこセンター内 MAP❶ B-3 ❾❼ 42-5551
にじいろ学童クラブ ほくよう児童館 勇舞3丁目4-1 MAP❷ B-1 �❽ 26-6789
希望が丘学童クラブ 希望が丘児童館 新富1丁目2-14 げんきっこセンター内 MAP❶ B-4 ⓫❾ 26-2060
あすなろ学童クラブ － 末広8丁目6-5 末広会館内 MAP❶ B-3 ⓬ 090-8273-4832
たいよう学童クラブ
にこにこ学童クラブ － 北陽3丁目5-15 北陽小隣接地 MAP❶ A-2 � 49-2212

49-2213
みどりっこ学童クラブ
よつば学童クラブ － 大和4丁目1-14 指宿公園向かい MAP❶ A-4 ⓮ 49-7087

49-7088
－ あんじゅ児童館 春日町5丁目1-10 あんじゅ認定こども園併設 MAP❶ B-4 � 23-8015

きらきら学童クラブ
ぴかぴか学童クラブ みどり台児童館 みどり台北5丁目3-11 MAP❷ A-1 �⓫ 25-6891

学童クラブ・児童館一覧

児童館の「中高生タイム」
部活動や塾以外の放課後の居場所が不足しているといわれている中学生・高校生が専用で児童館を利用することが
できる時間です。児童館のルールのもと、指導員が自主的な活動を促しながら、安心な居場所を提供します。

開設時間   17：30～18：30（※中学生は、校外生活指導基準に定められた時間まで）
もちろん「中高生タイム」以外の時間も、児童館を利用してくださいね。

※MAPはP68～71を参照ください。

相 相談申 申込問 問い合わせ先 
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