
小・中学生のために

問 学校教育課 ☎0297-21-2202
小学校

小学校名 住所 電話番号 地図座標
七重小学校 借宿683-2 0297-34-2301 5図 D-1
弓馬田小学校 馬立30-1 0297-35-1351 5図 E-3
飯島小学校 幸田新田1468-1 0297-35-3764 6図 B-3
神大実小学校 猫実805 0297-39-2311 6図 B-5
岩井第一小学校 岩井2029-1 0297-35-0019 1図 B-3
岩井第二小学校 辺田1172-7 0297-35-6524 2図 E-2
七郷小学校 矢作87-1 0297-38-2436 7図 C-2
中川小学校 小山108 0297-38-2449 7図 B-2
長須小学校 長須1243 0297-35-5518 5図 C-4
生子菅小学校 生子2219 0280-88-0001 4図 B-5
逆井山小学校 逆井1825-30 0280-88-1527 4図 B-2
沓掛小学校 沓掛3775 0297-44-2016 3図 D-5
内野山小学校 内野山849 0297-44-3159 6図 B-1

中学校
中学校名 住所 電話番号 地図座標

東中学校 猫実1093-2 0297-39-2313 6図 B-4
岩井中学校 上出島1053 0297-34-3141 1図 A-1
南中学校 矢作326 0297-38-2602 7図 C-2

猿島中学校 山2807 0297-44-3211
0280-88-0907 3図 A-1

■ 学区外就学・区域外就学
　就学する市立小・中学校は、お住まいの住所によって指定
しています。相当な理由がある場合には、保護者からの申請
により、教育委員会にて審査したうえで、指定された学校を
変更することができます。

■ 小・中学校の転校手続き
●転入のとき　ほかの市区町村から市内の小・中学校に転入
する場合、市民課またはさしま窓口センターで転入手続きを
行った後、前の学校で発行された「在学証明書」と「教科書
給付証明書」をもって指定された学校へ行き、入学手続きを
行ってください。
●転出のとき　市内の小・中学校からほかの市区町村に転校
する場合、在学している学校で「在学証明書」と「教科書給
付証明書」を発行してもらい、市民課またはさしま窓口セン
ターで転出手続きを行った後、転出先の教育委員会などで転
校手続きを行ってください。
●市内転居のとき　市内の小・中学校から市内の小・中学校に
転校する場合、在学している学校で「在学証明書」と「教科
書給付証明書」を発行してもらい、市民課またはさしま窓口

小・中学校 センターで転居手続きを行った後、転校先の学校へ行き、必
要なものなどの確認をしてください。

■ 就学援助制度
　小・中学校に就学している児童生徒のご家庭で、経済的な理
由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、
学用品費・給食費・修学旅行費などの一部を援助する制度で
す。また、小・中学校入学時における新入学用品費の前倒し
支給も行っています。

■ 特別支援教育就学奨励費
　市内に住所を有し、かつ小・中学校の特別支援学級に在籍
している児童生徒の保護者に対して、学用品費・給食費・修
学旅行費などの一部を援助する制度です。

■ 第3子以降の給食費助成
　坂東市在住で坂東市立の小・中学校に同時期に在学してい
る児童生徒（第1子および第2子が市外の県立または私立学
校へ在学している場合も含む）のうち、第3子以降の児童生徒
の給食費が全額免除になります。

■ スプーンセットの無償配布
　4月に小学校へ入学する新1年生に、給食で使うスプーンセッ
ト（ケース、スプーン、フォーク、箸）を無償配布しています。

問 こども課 ☎0297-21-2191
　労働などにより、昼間保護者が家庭で保育することが困難
な家庭の小学校に就学している児童を対象に、各小学校区に
児童クラブを設置しています。
対象学校区 クラブ名 住所 地図座標

岩井第一小 あひるクラブ
1・2・３

岩井 2849-3
放課後児童クラブ岩井館内 1図 B-4

岩井第二小 ニコニコクラブ
1・2・3・４

辺田 1172-3
放課後児童クラブ辺田館内 2図 E-3

弓馬田小 元気クラブ 馬立 30-1
弓馬田小学校内 5図 E-3

飯島小 なつめっ子
クラブ

幸田新田 1468-1
飯島小学校内 6図 B-3

神大実小 ちびっ子クラブ 猫実 805
神大実小学校内 6図 B-5

七郷小 ひまわりクラブ 矢作 87-1
七郷小学校内 7図 C-2

中川小 児童クラブ
ひまわり１・２

小山 88
放課後児童クラブ中川館内 7図 B-2

長須小 児童クラブ
青空１・２

長須 3746
認定こども園すずのき内 5図 D-4

七重小 なかよしクラブ 借宿 683-2
七重小学校内 5図 D-1

生子菅小 さしま保育園
児童クラブ1・2・３

生子 2743-1
放課後児童クラブ生子館内 4図 B-5

逆井山小 若草児童クラブ
1・2・３

逆井 3503-14
若草明徳保育園内 4図 A-2

沓掛・
内野山小

明徳児童クラブ
1・2・３

沓掛 6083-3
放課後児童クラブ沓掛館内 3図 E-5

放課後児童クラブ
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合同会社S・T・K 御中

支援教室 エリアマップ6図 A‐5
放課後等デイサービス

しとく館では、一人一人の個性を活かしながら「こころ」と
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市役所代表
*0297-35-2121
*0280-88-0111

■ 保護者負担金
通常月（7・8月以外）  月額5,000円
7月 月額6,000円
8月 月額8,000円

■ 閉鎖日
日曜日、祝日、お盆休み、年末年始

■ 放課後児童クラブ保護者負担金減免制度
　ひとり親非課税世帯のかたを対象とした、減免制度があり
ます。申請が必要となりますので、お問い合わせください。

問 こども課 ☎0297-21-2191

■ 母子家庭等児童学資金
受給対象

母子家庭、父子家庭または両親のいない家庭の小
学校児童および中学校生徒（交通遺児学資金の受
給者は除く）

手当額 対象児童1人につき　月額2,500円
支給時期 9・3月（当月分まで）

■ 交通遺児学資金
受給対象 交通遺児の小学校児童および中学校生徒
手当額 対象児童1人につき　月額5,000円

支給時期 9・3月（当月分まで）

問 健康づくり推進課 ☎0297-35-3121
種類 対象者

日本脳炎2期 9歳以上13歳未満

日本脳炎特例接種
※右記のいずれか

に該当するかた

①平成19年4月1日以前生まれのかた
で、かつ20歳未満のかたは、不足回
数分を無料で接種できます。

② 平成19年4月2日〜平成21年10月
1日生まれのかたは、9〜13歳未満ま
で不足回数分を無料で接種できます。

ジフテリア・破傷風
混合（ＤＴ） 11歳以上13歳未満

子宮頸がん 小学6年生〜高校1年生の女子
接種場所：協力医療機関

小学生からの各種手当

就学後の予防接種

問 指導課 ☎0297-21-2205

■ こころの電話相談室
　小 ･中学生の健全な育成と非行防止を図るため、児童・生徒
の指導と助言を行っています。
●相談できるかた
　児童 ･生徒本人、その保護者など
●相談の内容
　不登校、いじめ、身体・性格・学業・進路などの悩み
●相談室の場所
　こころの電話相談室（市役所2階）
●相談の方法
　・来室相談　9：00〜16：00 （祝日を除く月〜金曜日）
　・電話相談　9：00〜16：00 （祝日を除く月〜金曜日）
　　　　　　　☎0297-35-7777

■ 適応指導教室ひばり
　学校を休んでいる、または休みがちなお子さんを対象に、学
校への登校を応援します（市内の小学3年生以上 ･中学生対
象）。
　在籍は現在の小・中学校のままで、「ひばり」に来た日は小・
中学校で出席扱いとなります。指導課または各小・中学校へ
お問い合わせください。
●活動の内容
　自分の長所を伸ばす学習、わからないところの学習、スポー
ツやゲーム、野外活動、工作・絵画・読書
●開室の時間
　月〜金曜日　9:00〜16:00
●教室の場所
　辺田679、☎0297-20-8380

問 こども発達センター　にじ　☎0297-30-3639
　ことばや行動、情緒などの発達に不安のある小学校入学〜
高校卒業前までのお子さんを対象に、親子通所により社会性
を育む遊びや活動を通して、生活力・コミュニケーションス
キルの向上を促す支援を行っています。個別療育やグループ
療育に加え、育児や学校・家庭での生活に関する相談もお受
けしています。

施設名 住所 電話番号 地図座標
こども発達センター
にじ（小１〜高３）

沓掛
1781-2 0297-30-3639 3図 C-3

教育相談

発達支援 （放課後等デイサービス）

H30mm×W90mm H30mm×W90mm
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小・中学生のために

問 学校教育課 ☎0297-21-2202
小学校

小学校名 住所 電話番号 地図座標
七重小学校 借宿683-2 0297-34-2301 5図 D-1
弓馬田小学校 馬立30-1 0297-35-1351 5図 E-3
飯島小学校 幸田新田1468-1 0297-35-3764 6図 B-3
神大実小学校 猫実805 0297-39-2311 6図 B-5
岩井第一小学校 岩井2029-1 0297-35-0019 1図 B-3
岩井第二小学校 辺田1172-7 0297-35-6524 2図 E-2
七郷小学校 矢作87-1 0297-38-2436 7図 C-2
中川小学校 小山108 0297-38-2449 7図 B-2
長須小学校 長須1243 0297-35-5518 5図 C-4
生子菅小学校 生子2219 0280-88-0001 4図 B-5
逆井山小学校 逆井1825-30 0280-88-1527 4図 B-2
沓掛小学校 沓掛3775 0297-44-2016 3図 D-5
内野山小学校 内野山849 0297-44-3159 6図 B-1

中学校
中学校名 住所 電話番号 地図座標

東中学校 猫実1093-2 0297-39-2313 6図 B-4
岩井中学校 上出島1053 0297-34-3141 1図 A-1
南中学校 矢作326 0297-38-2602 7図 C-2

猿島中学校 山2807 0297-44-3211
0280-88-0907 3図 A-1

■ 学区外就学・区域外就学
　就学する市立小・中学校は、お住まいの住所によって指定
しています。相当な理由がある場合には、保護者からの申請
により、教育委員会にて審査したうえで、指定された学校を
変更することができます。

■ 小・中学校の転校手続き
●転入のとき　ほかの市区町村から市内の小・中学校に転入
する場合、市民課またはさしま窓口センターで転入手続きを
行った後、前の学校で発行された「在学証明書」と「教科書
給付証明書」をもって指定された学校へ行き、入学手続きを
行ってください。
●転出のとき　市内の小・中学校からほかの市区町村に転校
する場合、在学している学校で「在学証明書」と「教科書給
付証明書」を発行してもらい、市民課またはさしま窓口セン
ターで転出手続きを行った後、転出先の教育委員会などで転
校手続きを行ってください。
●市内転居のとき　市内の小・中学校から市内の小・中学校に
転校する場合、在学している学校で「在学証明書」と「教科
書給付証明書」を発行してもらい、市民課またはさしま窓口

小・中学校 センターで転居手続きを行った後、転校先の学校へ行き、必
要なものなどの確認をしてください。

■ 就学援助制度
　小・中学校に就学している児童生徒のご家庭で、経済的な理
由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、
学用品費・給食費・修学旅行費などの一部を援助する制度で
す。また、小・中学校入学時における新入学用品費の前倒し
支給も行っています。

■ 特別支援教育就学奨励費
　市内に住所を有し、かつ小・中学校の特別支援学級に在籍
している児童生徒の保護者に対して、学用品費・給食費・修
学旅行費などの一部を援助する制度です。

■ 第3子以降の給食費助成
　坂東市在住で坂東市立の小・中学校に同時期に在学してい
る児童生徒（第1子および第2子が市外の県立または私立学
校へ在学している場合も含む）のうち、第3子以降の児童生徒
の給食費が全額免除になります。

■ スプーンセットの無償配布
　4月に小学校へ入学する新1年生に、給食で使うスプーンセッ
ト（ケース、スプーン、フォーク、箸）を無償配布しています。

問 こども課 ☎0297-21-2191
　労働などにより、昼間保護者が家庭で保育することが困難
な家庭の小学校に就学している児童を対象に、各小学校区に
児童クラブを設置しています。
対象学校区 クラブ名 住所 地図座標

岩井第一小 あひるクラブ
1・2・３

岩井 2849-3
放課後児童クラブ岩井館内 1図 B-4

岩井第二小 ニコニコクラブ
1・2・3・４

辺田 1172-3
放課後児童クラブ辺田館内 2図 E-3

弓馬田小 元気クラブ 馬立 30-1
弓馬田小学校内 5図 E-3

飯島小 なつめっ子
クラブ

幸田新田 1468-1
飯島小学校内 6図 B-3

神大実小 ちびっ子クラブ 猫実 805
神大実小学校内 6図 B-5

七郷小 ひまわりクラブ 矢作 87-1
七郷小学校内 7図 C-2

中川小 児童クラブ
ひまわり１・２

小山 88
放課後児童クラブ中川館内 7図 B-2

長須小 児童クラブ
青空１・２

長須 3746
認定こども園すずのき内 5図 D-4

七重小 なかよしクラブ 借宿 683-2
七重小学校内 5図 D-1

生子菅小 さしま保育園
児童クラブ1・2・３

生子 2743-1
放課後児童クラブ生子館内 4図 B-5

逆井山小 若草児童クラブ
1・2・３

逆井 3503-14
若草明徳保育園内 4図 A-2

沓掛・
内野山小

明徳児童クラブ
1・2・３

沓掛 6083-3
放課後児童クラブ沓掛館内 3図 E-5

放課後児童クラブ

H30mm×W90mm
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□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　
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ActiveEnglish 御中

英会話教室 エリアマップ6図 A‐3
“世界が広がる第一歩を応援します”

Active English 英語教室
ネイティブ講師によるオールイングリッシュのレッスンで身につく
使える英会話。子どもから大人まで楽しく笑顔で通える教室です。
■坂東市馬立142
■TEL:080-2107-9345
■定休日／日曜日・祝日
■URL:https://active-english.localinfo.jp/ あり

029－855－5718
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■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済




