
妊娠・出産

■妊娠届
　妊娠届を提出すると「母と子の保健バッグ」を差し上
げます。この中には、母子健康手帳、妊娠・出産・育児に
関する手引書、妊婦健康診査受診票が入っています。
　妊娠届は、保健福祉センター「あいぽっく」で受け付
けます。

■保健師や助産師による妊婦面談
　妊娠中の生活や、出産、育児など、さまざまな不安や
心配事を軽減し、安心して出産を迎えていただくため
に妊娠届出時に保健師や助産師が妊婦の方全員と面談
します。体調不良などにより来所できない場合は問い
合わせてください。
■マタニティークラス（母親学級）・両親学級
　妊娠・出産・育児に関する知識の習得や、母親同士の
仲間づくり、父親の育児参加を目的に実施しています。

　国民健康保険に加入している方が出産したとき、一
時金が給付されます。58ページをご覧ください。

　経済的に出産費を支払うことが困難な妊産婦にその
一部を助成します（所得制限あり）。

　妊娠により妊娠高血圧症候群、糖尿病、貧血、産科出
血、心疾患にかかり、入院を必要とする妊産婦を対象
に、医療費を助成します。

子ども

赤ちゃんが生まれたら
 ▶健康課（あいぽっく内）　☎543-7303

　母と子の保健バッグに同封されている出生通知票を
早めに提出してください。
■こんにちは赤ちゃん訪問事業
　出生通知票に基づき、生後4か月までのお子さんのい
るすべての家庭を保健師または助産師が訪問します。
赤ちゃんの体重を測り、授乳や育児の相談、3～4か月児
健診の案内、子育て情報の提供を行います。
■未熟児養育医療給付事業
　出生時の体重が2000g以下、または、2000gを超え
る場合でも生活力が特に弱く指定医療機関の医師が入
院養育を必要と認めた乳児に対し、入院中の医療給付
を行います。

出産を迎える方は
▶健康課（あいぽっく内）　☎543-7303

出産費の給付
▶保険年金課保険係

出産費用にお困りの方は
▶子ども子育て支援課ひとり親・女性支援担当

妊娠高血圧症候群などの医療給付
▶多摩立川保健所　☎042-524-5171

2歳児すこやか教室
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子育て地域支援

　第2子以降の未就学児を対象に、保育施設などの一時
預かり保育、病児・病後児保育、幼稚園在園児の延長保
育の費用を補助します。事前に申請が必要です（年度1
回）。前年度に利用した方も申請してください。
◇補助額
＊第2子＝費用の半額
＊第3子以降＝費用の全額
※�同一世帯で未就学児の最年長のお子さんを第1子と
します。

　各家庭からの相談を受け、保育施設や幼稚園、一時的
な預け場所や遊び場など、さまざまな保育サービスの
情報提供をしながら子育てを応援します。
◇�日時・場所
＊�月～金曜日（祝日を除く）の午前8時30分～午後5時
（受け付けは午後4時45分まで）＝市役所子ども子育て
地域支援担当
＊�月・火曜日（祝日を除く）午前9時～午後4時（受け付け
は午後3時45分まで）＝あいぽっく
＊�金曜日（祝日を除く）の午前9時30分～11時30分（受
け付けは午前11時15分まで）＝子育てひろば・つど
いのひろば

■未熟児訪問指導
　未熟児が生まれた家庭を保健師などが訪問して、養
育上の相談や指導を行います。
■先天性代謝異常等検査
　東京都が実施しています。出産した病院にある「先天
性代謝異常等検査申込書兼採血ろ紙」に必要事項を記
入のうえ、医療機関に提出してください。無料で検査が
受けられます。ただし、採血料は保護者の負担となりま
す。
　生活保護世帯または住民税・所得税が非課税の世帯
の方には、採血料を助成する制度があります。
■乳幼児健康診査
　3～4か月児健診、1歳6か月児歯科健診、3歳児健診を
あいぽっくで、6～7か月児健診、9～10か月児健診を都
内指定医療機関で、1歳6か月児内科健診を市内指定医
療機関で行います。
■乳幼児歯科健診
　1歳～3歳6か月児を対象に、口の中の健康を守るた
め、歯科健診やフッ素塗布（1回480円）などを行ってい
ます（予約制）。
　希望者は、4歳まで継続して利用できます。
■予防接種
　詳しくは、健康課で配布している「子どもの予防接
種」をご覧ください。
　なお、予防接種には予診票が必要です。転入などによ
り予診票をお持ちでない方は、健康課（あいぽっく内）
へ連絡してください。
■乳幼児に関する相談
　乳幼児に関する相談や指導を行っています。また、乳
幼児の保護者を対象に、講座や育児相談なども行って
います（育児相談は126ページを参照）。

子ども子育て利用者支援相談
▶子ども子育て地域支援担当

▶子ども子育て地域支援担当
多子世帯一時預かり保育等利用者負担軽減補助
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　保護者が、就労、就学、通院などで、日常的に帰宅が夜
間にわたる場合に、お子さんをお預かりします。
◇対象　1歳6か月～12歳（小学生）のお子さん
◇�利用日時　月～土曜日の午後5時～10時（日曜日、祝
日を除く）
◇利用日数　1か月あたり10日以内
◇利用料　1日あたり1500円
※別途、食事代が1食につき500円かかります。

　子育てのお手伝いができる方と、子育ての手助けが
必要な方が会員となり、地域で子育てを支えあう育児
支援ネットワークです。希望する方は、登録が必要です
（年会費500円）。
■お子さんの一時預かり
◇対象　2か月～12歳（小学生）のお子さん
◇�利用料　1時間につき700円または850円（曜日、時
間帯により異なる）

　遊び道具があり、楽しく遊びながらくつろげる交流
スペースを設けています（登録不要／利用料無料）。ま
た、子育てに関する情報の提供や講座、誕生会なども行
います。0～3歳のお子さんが利用できますが、保育施設
ではありませんので、保護者同伴でお越しください。利
用日時は、下の表のとおりです。
■子育てひろばなしのき
◇�所在地　上川原町1-23-1（なしのき保育園内）
◇�電話番号　543-6716

　0～3歳のお子さんと保護者を対象にした交流スペー
スで、親子が気軽に集まって、同じ年頃の子どもを持つ
悩みや子育て経験を語り合い、思いを共有しながら交
流できる場所です（登録不要／利用料無料）。
　利用日時は、下の表のとおりです。利用方法など詳し
くは、子育てひろばなしのき☎543-6716へ問い合わ
せてください。

　「子育てひろば」、「つどいのひろば」では、6か月まで
の赤ちゃんと保護者が集う時間を設けています。この時
間帯は、他年齢のお子さんは利用できないため、安心し
て赤ちゃんを寝かせながら、友達づくりや子育ての情報
交換ができます。利用日時は、下の表のとおりです。

▼「子育てひろば」「つどいのひろば」利用日時
子育てひろば つどいのひろば

なしのき ほりむこう りんご さくらんぼ くるみ

場所 上川原町1-23-1
（なしのき保育園内）

美堀町2-6-11
（旧堀向保育園）

玉川町1-3
（東中神団地1号棟1階）

昭和町4-8-11
（上友自治会館2階）

拝島町2-4-26
（拝島保育園2階）

利　用
日　時

月～土曜日 月～金曜日 月～金曜日
午前9時30分～午後2時30分午前9時30分～午後4時

休館日 祝日・年末年始 祝日・年末年始 第2月曜日、
祝日・年末年始 祝日・年末年始

ベビー
タイム

毎週火曜日 毎週水曜日 第2・4金曜日 第1・3金曜日 第2・4木曜日

午後1時～午後2時30分（6か月までの赤ちゃんと保護者のみ利用可能）

地　図

拝島農協前

拝島高校

奥多摩街道
拝
島
会
館

国
道
16
号

拝島第一小
国道16号

堂方上

つどいのひろば
くるみ

文

文

つどいのひろば
さくらんぼ 

立川→←拝島

江戸街道 銀行

銀行
信用金庫

昭島駅

緑街道

南口

あい
ぽっく幼稚園

昭島昭和
町５丁目

昭島駅
南　口つどいのひろば

りんご 

立川→

交番

東中神
駅　前

東中神駅

地域支援館１号棟

コンビニエ
ンスストア

南口

文

ＪＲ青梅線

あいぽっく

昭島駅
江戸街道
緑街道

ＪＲ八高線

清泉中

朝日町
警察署

子育てひろば
なしのき

子育てひろば
ほりむこう

コンビニエ
ンスストア 玉川上水

←拝島駅

ゴルフ
コース

美堀橋

西武立川駅

■子育てひろばほりむこう
◇�所在地　美堀町2-6-11（旧堀向保育園）
◇�電話番号　541-2277
■子育て相談
　3歳までのお子さんに関する相談に応じています。電
話での相談も受け付けます（祝日、年末年始を除く）。
＊子育てひろばなしのき
◇�日時　月～金曜日の午前8時30分～午後5時（受け付
けは午後4時45分まで）、土曜日の午前9時～午後4時
（受け付けは午後3時45分まで）
◇�電話番号　543-6716
＊子育てひろばほりむこう
◇�日時　月～金曜日の午前8時30分～午後5時（受け付
けは午後4時45分まで）
◇�電話番号　541-2277

▶子ども子育て地域支援担当
子どもトワイライトステイ

つどいのひろば

▶社会福祉協議会（あいぽっく内）　☎544-0388
ファミリー・サポート・センター

子育てひろば
ベビータイム
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児童手当・子どもの医療費助成

　15歳の年度末までのお子さんを養育している方を対
象に、3歳未満のお子さんには月額1万5000円、3歳以
上小学校修了前のお子さんには月額1万円（第3子以降
1万5000円）、中学生のお子さんには月額1万円の手当
を支給します。なお、所得制限があり限度額を超えてい
る方には、お子さん1人当たり月額5000円を支給しま
す。

　小・中学校のお子さんが受診した際、保険診療医療費
の自己負担分（通院時1回200円の自己負担あり／入院
時の食事代を除く）を助成します（所得制限あり）。

　小学校入学前のお子さんが受診した際、保険診療医
療費の自己負担分（入院時の食事代を除く）を、全額助
成します。

子ども家庭支援センター
　子どもと子育て家庭に関する総合相談、子どもと家
庭を支援するサービスの提供・調整、子育てサークルな
どの地域組織化など、関係機関と連携・協力しながら、
地域での子育て・子育ちを応援しています。
◇所在地　田中町1-17-1（市役所3階）
◇電話番号　543-9046
◇ファックス　546-5496（市役所代表）
◇�開設日時　月～金曜日の午前9時～午後7時（祝日、年
末年始を除く）
※相談の受け付けは午後6時30分までです。
◇�交通　JR青梅線昭島駅南口徒歩15分、または、昭島
駅南口①番乗り場から立川バス田中町団地行きに乗
り「昭島市役所」バス停で下車（所要時間5分）、昭島
駅南口乗り場1からAバス西ルートに乗り「昭島市役
所」で下車（所要時間32分）
※地図は36ページをご覧ください。

▶子ども子育て支援課手当・医療助成係
児童手当

子ども家庭支援センターの主な事業

保育施設
 ▶子ども子育て支援課子ども子育て支援係

　保育施設について詳しくは、右の表をご覧ください。
申し込みは、子ども子育て支援課子ども子育て支援係へ。

　保護者の病気・出産、または、仕事や育児に疲れたと
き、保育施設でお子さんをお預かりします。申し込み
は、希望する保育施設へ。
▼保育料

利用時間 0歳～2歳 3歳以上
1時間まで � 500円 � 300円
1時間～2時間 1000円 � 600円
2時間～4時間 1500円 � 900円
4時間～8時間 3000円 1800円
※�食事・おやつ代、延長料金が必要な保育園があります。

一時預かり保育
▶各施設

▶子ども子育て支援課手当・医療助成係
乳幼児医療費助成制度

▶子ども子育て支援課手当・医療助成係
義務教育就学児医療費助成制度

■育児講座
　「はじめて赤ちゃんのための育児講座」やベビーマッ
サージなどの講座を行っています。参加者の募集は市
ホームページ、「広報あきしま」でお知らせします。
■子育て相談
　18歳未満のお子さんに関する相談を行っています。
◇�日時　月～金曜日の午前9時～午後7時（受け付けは
午後6時30分まで）
※祝日、年末年始を除きます。
※�電話または電子メールでも相談できます。
■子どもショートステイ
　一時的に保護者がお子さんの養育にお困りのときに
お預かりします。（利用要件は要相談／病気・冠婚葬祭、
急な出張、公的行事、育児不安など）
◇対象　1歳6か月～12歳（小学生）のお子さん
◇利用日数　1か月あたり7日以内
◇利用料
＊宿泊あり＝3500円
＊宿泊なし＝2000円
※�別途、食事代が1食につき500円かかります。
■育児支援ヘルパー
　母親の産前産後、または、保護者が育児不安や体調不
良で家事・育児をすることが難しいときなどに、ヘル
パーを派遣します（年末年始を除く）。
◇�対象期間　母子手帳の交付日～出産後4か月（多胎出
産は1年）
◇利用時間・回数
＊�産前産後＝1日1回4時間以内で1人10回（多胎出産
は15回）
＊育児不安、体調不良など＝1日1回4時間以内
◇利用料　1時間につき600円

88 昭島市 市民便利帳

子
ど
も

１９０１昭島市3(SG60)行政最終.indd   88 2018/12/05   19:16:29



　保育施設・幼稚園などに通っているお子さんが、病中
または病気の回復期で集団保育が困難な期間、仕事な
どの理由により家庭で保育できない場合、一時的にお
預かりします。利用には事前に登録が必要です。
◇利用料　1日2500円（食事代・おやつ代含む）
◇施設
＊�病児保育室ひなたぼっこ
　（松原町1-2-1／太陽こども病院内）☎544-7511
＊�病後児保育室くろーばー
　（中神町1260番地／昭和郷保育園内）☎543-1588
※1歳以上のお子さんから利用できます。

　現在保育施設に通園中のお子さんの保護者が、日曜
日や祝日（年末年始を除く）に、仕事などの理由で家庭
で保育できないときに、上ノ原保育園分園でお預かり
します（有料）。利用者は事前に登録及び面接が必要で
す。なお、利用日の前月の20日の午後0時45分から申し
込みできます。
　なお、認可保育施設に入所している2・3号認定のお子
さんは、無料で利用できます。

保育施設名 所在地 電話番号 定員 最少年齢 保育時間など
❶ 多摩保育園 東町5-1-40 ☎544-1151 151 57日 ○

※�保育時間は、保育施設
の開所時間帯内の11時
間を原則としますが、
保護者の勤務時間・通
勤時間・家庭状況など
を考慮のうえ、開所時
間及び延長保育時間の
範囲内で決定しますの
で、保育施設とご相談
ください。

※�○印は延長保育の実施
保育施設（別途費用負
担あり）です。延長時間
は申込書と同時に配布
する「保育施設入所の
のしおり」をご覧くだ
さい。

❷ 昭島ナオミ保育園 玉川町1-10-4 ☎545-3561 113 57日 ○
❸ わかくさ保育園 玉川町5-15-26 ☎544-0055 160 57日 ○
❹ 福島保育園 福島町1-18-8 ☎544-2277 145 57日 ○
❺ 昭和保育園 宮沢町2-28-18 ☎544-1213 100 57日 ○
❻ つつじが丘保育園 つつじが丘3-6-23 ☎544-8527 110 57日 ○
❼ よつぎ第四保育園 美堀町5-17-2 ☎546-3666 110 57日 ○
❽ 上ノ原保育園 昭和町3-14-3 ☎541-0331 190 57日 ○
❾ 上ノ原保育園分園 昭和町4-7-19 ☎595-7058 35 57日 ○
� 松原保育園 松原町4-11-3 ☎541-1227 110 57日
� ゆりかご保育園 松原町2-9-2 ☎544-3619 130 57日 ○
� 福島保育園分園 宮沢町497-2 ☎544-4664 29 57日 ○
� のぞみ保育園 松原町5-7-17 ☎541-1565 75 57日 ○
� 昭島ゆりかご第二保育園 田中町3-5-20 ☎544-6829 100 57日
� 拝島保育園 拝島町2-4-26 ☎541-1074 109 57日 ○
� 昭栄保育園 拝島町3-17-11 ☎544-1401 100 57日 ○
� 昭和郷保育園 中神町1260 ☎543-1588 100 57日 ○

▼保育施設一覧（地図は92ページに掲載）

休日保育
▶上ノ原保育園分園　☎595-7058

病児保育
▶各施設
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保育施設名 所在地 電話番号 定員 最少年齢 保育時間など
� 昭和郷第二保育園 中神町1260 ☎541-5983 190 57日 ○ ※�保育時間は、保育施設

の開所時間帯内の11時
間を原則としますが、
保護者の勤務時間・通
勤時間・家庭状況など
を考慮のうえ、開所時
間及び延長保育時間の
範囲内で決定しますの
で、保育施設とご相談
ください。

※�○印は延長保育の実施
保育施設（別途費用負担
あり）です。延長時間は
申込書と同時に配布す
る「保育施設入園のしお
り」をご覧ください。

� 中神保育園 朝日町5-4-17 ☎545-0255 126 57日 ○
� むさしの保育園 中神町1294-4 ☎543-8280 140 57日 ○
� あきみ保育園 上川原町1-10-18 ☎519-4010 109 57日 ○
� 同援はいじま保育園 松原町5-2-25 ☎543-1166 50 1歳 ○
� なしのき保育園 上川原町1-23-1 ☎543-6670 120 57日 ○
� Nicot拝島 美堀町5-21-1 ☎543-0707 60 57日 ○
� 認定子ども園イコロ昭和の森 拝島町4041-1 ☎545-0156 160 57日 ○
� 保育園アルペジオ昭島昭和町園 昭和町3-23-28 ☎545-5650 14 満6か月 ○
� すまいる・たいむ 松原町4-3-19-103 ☎519-6389 4 満6か月
� 同援事業所内保育室あっぷる 中神町1260 ☎543-4626 5 満6か月 ○
� ほぉむり・たいむ 松原町4-3-19-102 ☎545-6230 4 満6か月

　申し込みは、下の表の各幼稚園へ。なお、市立幼稚園
はありません。
■幼稚園等園児保護者補助金
　私立幼稚園などに通園しているお子さんの保護者を
対象に、年2回に分けて、保育料の一部を補助します。世
帯の市民税所得割額により補助額が異なります（月額
2900円～9400円）。市外の幼稚園などに通園している
方も対象となります。
※認定こども園、新制度に移行した幼稚園は除きます。

■幼稚園就園奨励費補助金
　私立幼稚園に通園しているお子さんの保護者を対象
に、年1回、入園料と保育料の一部を補助します。世帯の
市民税所得割額により補助額が異なります（年額6万
2200円～30万8000円）。市外の幼稚園に通園してい
る方も対象となります。
※認定こども園、新制度に移行した幼稚園は除きます。

▼幼稚園一覧（地図は92ページに掲載）
区分 幼稚園名 所在地 電話番号 定員

私
　
　立

❶ あけの星幼稚園 玉川町
3-11-2 ☎544-0853 105

❷ 昭島台幼稚園 中神町
1-21-23 ☎543-1200 310

❸ 昭島恵泉幼稚園 昭和町
4-11-16 ☎541-0743 280

❹ 栗ノ沢幼稚園 田中町
1-25-27 ☎544-1311 200

❺ 昭島すみれ幼稚園 緑町1-4-6 ☎541-0448 285

❻ 啓明学園幼稚園 拝島町
3-8-13 ☎541-7818 150

❼ 昭島幼稚園 中神町
1232 ☎541-0753 100

❽ 認定こども園イコロ昭和の森
拝島町
4041-1 ☎545-0156 30

東京都認証保育所
� ▶子ども子育て支援課子ども子育て支援係

　申し込みは、下の表の認証保育所へ。
■認証保育所利用者負担軽減補助金
　保育の必要性があると認定され、認証保育所に通所
しているお子さんの保護者を対象に、年2回に分けて、
保育料の一部を補助します。補助額は認証保育所の月
額保育料と認可保育所などに入所した場合の差額です
（月額4万円を限度）。市外の認証保育所に通所している
方も対象となります。
※�認証保育所の保育料が低い場合は、補助対象となり
ません。

▼市内認証保育所（地図は92ページに掲載）
認証保育所名 所在地 電話番号 定員

❶ つみき保育園 松原町5-2-7 ☎545-3667 30

幼稚園
� ▶子ども子育て支援課子ども子育て支援係
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保育施設・幼稚園・学童クラブマップ

❶あけの星幼稚園
❷昭島台幼稚園
❸昭島恵泉幼稚園
❹栗ノ沢幼稚園
❺昭島すみれ幼稚園
❻啓明学園幼稚園
❼昭島幼稚園
❽認定こども園イコロ昭和の森

❶東学童クラブ
❷福島学童クラブ
❸富士見学童クラブ
❹武蔵野学童クラブ
❺第二武蔵野学童クラブ
❻玉川学童クラブ
❼第二玉川学童クラブ
❽中神学童クラブ
❾第二中神学童クラブ
�つつじが丘学童クラブＡ
�つつじが丘学童クラブＢ
�昭和学童クラブ
�第二昭和学童クラブ
�大神学童クラブ
�田中学童クラブ
�拝島第一学童クラブＡ
�拝島第一学童クラブＢ
�拝島第二学童クラブ
�美堀学童クラブ
�緑学童クラブ
�拝島第三学童クラブ

❶多摩保育園
❷昭島ナオミ保育園
❸わかくさ保育園
❹福島保育園
❺昭和保育園
❻つつじが丘保育園
❼よつぎ第四保育園
❽上ノ原保育園
❾上ノ原保育園分園
�松原保育園
�ゆりかご保育園
�福島保育園分園
�のぞみ保育園
�昭島ゆりかご第二保育園
�拝島保育園
�昭栄保育園
�昭和郷保育園
�昭和郷第二保育園
�中神保育園
�むさしの保育園
�あきみ保育園
�同援はいじま保育園
�なしのき保育園
� Nicot拝島
�認定子ども園イコロ昭和の森
�保育園アルペジオ昭島昭和町園
�すまいる・たいむ
�同援事業所内保育室あっぷる
�ほぉむり・たいむ

保育施設 幼稚園等 学童クラブ
　各保育施設について詳しくは、89～
90ページをご覧ください。番号は、89
～90ページの表と対応しています。

　各学童クラブについて詳しくは、
93ページをご覧ください。番号は、
93ページの表と対応しています。

認証保育所

❶つみき保育園

　各幼稚園について詳しくは、90
ページをご覧ください。番号は、90
ページの表と対応しています。

　認証保育所について詳しくは、
90ページをご覧ください。番号は
90ページの表と対応しています。
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学童クラブ
 ▶子ども育成課学童クラブ係

放課後子ども教室
 ▶子ども育成課青少年係

　小学生を対象に、放課後安全に安心して過ごせる場
所をつくるため、学校施設を活用して、学校の協力のも
と地域の方と一緒に遊び、学習、文化・スポーツ活動な
どを行う事業です。登録すれば参加は自由で、放課後、
帰宅せずに受け付けをして利用します。
◇開設日　給食がある日の放課後（学校により異なる）
◇時間
＊4～9月＝放課後～午後5時
＊10～3月＝放課後～午後4時

　下の表のとおり開設しています。申し込みは、子ども
育成課学童クラブ係へ。
◇対象　小学1～3年生
◇�育成料　月額4500円（同一世帯の児童が2人以上入
会するときは、2人目から3000円）
◇おやつ代　月額1500円
※�生活保護世帯と住民税非課税世帯は、育成料とおや
つ代が免除されます。

▼学童クラブ一覧（地図は92ページに掲載）

名称 所在地 電話番号

❶ 東学童クラブ 東小学校内 ☎545-4733

❷ 福島学童クラブ 共成小学校内 ☎544-3208

❸ 富士見学童クラブ 富士見丘小学校内 ☎541-7864

❹ 武蔵野学童クラブ 武蔵野小学校内 ☎544-7683

❺ 第二武蔵野学童クラブ 武蔵野小学校内 ☎545-8182

❻ 玉川学童クラブ 玉川小学校内 ☎545-0510

❼ 第二玉川学童クラブ 玉川小学校内 ☎545-0363

❽ 中神学童クラブ 都営朝日町四丁目
アパート9号棟内 ☎543-2044

❾ 第二中神学童クラブ 中神小学校内 ☎546-3060

� つつじが丘学童クラブA つつじが丘小学校内 ☎545-4988

� つつじが丘学童クラブB つつじが丘小学校内 ☎545-0443

� 昭和学童クラブ 光華小学校内 ☎545-4534

� 第二昭和学童クラブ 上川原町1-10-18 ☎545-9090

� 大神学童クラブ 大神町4-18-14 ☎545-4349

� 田中学童クラブ 田中町3-5-17 ☎544-7740

� 拝島第一学童クラブA 拝島第一小学校内 ☎545-3341

� 拝島第一学童クラブB 拝島第一小学校内 ☎544-3481

� 拝島第二学童クラブ 拝島第二小学校内 ☎544-5165

� 美堀学童クラブ 拝島第二小学校内 ☎546-5577

� 緑学童クラブ 緑会館内 ☎545-4489

� 拝島第三学童クラブ 拝島第三小学校内 ☎545-2217

教　育

　小・中学校へ入学するお子さんの保護者に、入学通知
書を送付します。2月上旬までに届かないときは連絡し
てください。
　昭島市立以外の学校へ入学するときは、その学校の
入学許可書を提出してください。なお、外国籍の方で、
昭島市立の学校への入学を希望する方は、連絡してく
ださい。

＊�市外からの転入＝市民課で転入の届け出をすると、
学校指定通知書が発行されます。この通知書と、今ま
で通学していた学校の在学証明書、教科書給与証明
書をお持ちのうえ、指定された学校で手続きをして
ください。
＊�市外への転出＝今まで通学していた学校から在学証
明書と教科書給与証明書を受け取り、転出先で指定
された学校へ提出してください。

▶指導課学務係
小・中学校への入学

▶指導課学務係
転入・転出のときの手続き
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障害のあるお子さんのために
■就学相談
　就学相談員や臨床心理士が、特別な支援の必要なお
子さんの就学について、相談に応じます。126ページを
ご覧ください。
■コミュニケーションの教室
　集団生活にうまくなじめないお子さんを対象に、社
会性を高め、自信を持って学校生活が送れるよう指導す
るために、コミュニケーションの教室（特別支援教室・情
緒障害等通級指導学級）を設置しています。

■就学援助
　公立の小・中学校へ通っているお子さんがいて、経済
的な理由で教育費の支払いが困難な保護者を対象に、
給食費、学用品費、修学旅行費、校外活動費、一部の医療
費を援助します（所得制限あり）。
■奨学金の貸し付け
　経済的な理由により、高校や大学などへの進学が困
難な方に、学費の一部として奨学金の貸し付けを行い
ます。いずれも卒業後原則として6か月据え置き、10年
以内で返済していただきます。なお、他の同種の奨学金
と併せて受けることはできません。
◇貸し付け額
＊国・公立高校生＝月額1万円
＊私立高校生＝月額2万円
＊国・公立大学生＝月額2万5000円
＊私立大学生＝月額3万円
※�私立高校入学一時金として30万円以内の貸し付けも
あります。

■給付型奨学金の給付
　高等学校などへ進学を予定している方で、学習意欲
がありながら、経済的な事情で修学が困難な方に、奨学
金を給付します。
◇対象　次のすべてに該当する方
＊�保護者が申請する年の4月1日から引き続き市内に在
住している
＊�学業成績及び生活態度が良好で、在籍校の校長の推
薦がある
＊�世帯の収入が就学援助の認定基準を満たしている
（生活保護受給者を除く）
◇支給額
＊入学準備金＝6万円
＊奨学金＝月額1万5000円
※同種の給付がある方は差額を支給します。
◇定員　10人（多数選考）
■外国人学校の児童・生徒の保護者に補助
　外国人学校に在籍する児童・生徒の保護者を対象に
補助します。
◇�対象　昭島市に住民登録をしている外国籍の方で、
外国人学校に在籍している児童・生徒の保護者
◇補助額
＊小学生＝月額1000円
＊中学生＝月額1100円

▶指導課学務係

■教育相談
　教育相談員、臨床心理士、スクールソーシャルワー
カーなどが、学校や家庭での教育、子どもに関すること
全般の相談（悩みごと）に応じます。
◇�日時　月～金曜日の午前9時～午後5時（受け付けは
4時30分まで）
※祝日、年末年始を除きます。
◇相談電話
＊昭島市教育相談室（昭和町分室内）☎541-4445
＊いじめ相談ホットライン☎543-7633
■メール相談
　メールでも相談に応じています。
＊�パソコン＝市ホームページ「キッズページ」→「そう
だんのページ」

■子ども専用電話相談AKISHIMAキッズナー
　子ども家庭支援センターで開設しています。
◇日時　月～金曜日の午前9時～午後6時30分
※祝日、年末年始を除きます。
◇相談電話　0120-678-044
■適応指導教室
　学校に行きたくても行けずに悩んでいる児童・生徒
を、登校に向けて支援します。入室を希望する方は、担
任の先生に相談し、手続きをしてください。
＊�たまがわ適応指導教室（小学生対象）＝玉川町3-10-15
（玉川会館内）☎543-1935
＊�もくせい適応指導教室（中学生対象）＝昭和町1-6-11
（昭和町分室内）☎541-4445

　適切な衛生管理の下で、児童・生徒に栄養バランスの
とれた安全・安心でおいしい給食を提供し、心身の健全
な発達を図るため、学校給食を実施しています。
◇給食費（平成30年11月現在）
＊小学校低学年＝月額3850円
＊小学校中学年＝月額4000円
＊小学校高学年＝月額4150円
＊中学校＝月額4700円

▶学校給食課　☎541-8041
学校給食 学校、友達で困ったことや辛いことがあったら

教育費の援助や貸し付け制度

■公立中学校夜間学級
　何らかの事情で中学校を卒業していない方のため
に、学区域や年齢に制限なく入学できる公立中学校夜
間学級があります。昭島市近隣では、八王子市立第五中
学校（☎042-642-1635）に設置されています。
■中学校卒業程度認定試験
　何らかの事情で義務教育を修了できなかった方を対
象に、中学校卒業程度認定試験があります。合格すると
高等学校受験資格が取得できます。
　詳しくは、東京都教育庁地域教育支援部義務教育課小
中学校係☎03-5320-6752へ問い合わせてください。

中学校を卒業していない方のために
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■子どもと親の家庭教育講座
　家庭・地域・学校が協力して家庭教育を推進し、子育
てに関するさまざまな課題を解決するための講座など
を開催します。
■善行表彰と青少年健全育成協力者表彰
　善行表彰は、青少年の善い行いを表彰することによ
り、より良い社会環境づくりを推進し、青少年の健全な
育成を図ることを目的に行っています。また、青少年の
健全な育成に一定期間以上活動された方を対象に、感
謝状を贈呈しています。

　小学校では市内の全小学校に特別支援教室を配置
し、中学校では拝島中学校と瑞雲中学校に情緒障害等
通級指導学級を設置しています。週に1単位時間から8
単位時間の間で決められた曜日や時間帯に、個別や小
集団で指導を受けます。
■きこえとことばの教室
　聴覚や言語の障害により学習や生活に困難のあるお子
さんを対象に、「きこえとことばの教室（通級指導学級／
☎544-1921）」が富士見丘小学校に設置されています。
■特別支援学級（固定制）
＊知的障害学級
　知的に遅れがあり、通常学級での学習が困難なお子
さんを対象に、共成小学校、つつじが丘小学校、田中小
学校、昭和中学校、多摩辺中学校に設置されています。
お子さんの発達状況に応じた個別学習や小集団での学
習により、一人ひとりの個性や能力が充分に発揮でき
るような指導を行っています。
＊自閉症・情緒障害学級
　知的な遅れがなく自閉症など発達障害があり、コ
ミュニケーションの教室での指導では足りず、日常的
な指導が必要なお子さんを対象に、清泉中学校に自閉
症・情緒障害固定学級を設置しています。また、小学校
には平成31年度から富士見丘小学校に設置する予定で
す。自立活動による指導を行い、教科の学習については
通常の学級に準ずる内容を学習します。
■特別支援学校
　知的障害のあるお子さん、肢体・目・耳が不自由なお
子さんを対象に、障害に応じた教育をするため、特別支
援学校があります（市外）。

　小学校区ごとに、「青少年とともにあゆむ小学校地区
委員会」があり、地域・家庭・学校が協力し、さまざまな
活動をしています。市では、これらの団体の活動を支援
しています。

▶子ども育成課青少年係
地域活動の援助と協力

青少年の健全な育成のために

　次の活動を行っています。
■青少年フェスティバル
　参加者も運営者（実行委員）も青少年による、若者の
祭典です。KOTORIホール（市民会館）・公民館のホール
を使ったイベントや展示、前庭での模擬店などで賑わ
います。毎年11月下旬に開催しています。
■地域リーダーの育成
　夏休みを中心に小学生リーダー講習会と中学生リー
ダー講習会を開催しています。また、リーダーズクラブ
の活動を支援しています。
■小学生国内交流
　他の都市の人たちとの交流とふれあいを通して、豊か
な社会性と人間性を育むことを目的に行っています。
　夏休みに岩手県岩泉町の小学5・6年生と相互に訪問
（派遣・受け入れともに3泊4日）し、ホームステイやキャ
ンプなどの活動により交流を深めます。
　毎年5月に募集します。

▶子ども育成課青少年係
青少年健全育成

　青少年の居場所、地域交流の場として利用できます。自
由に使えるスペースと、団体貸し出しの部屋があります。
◇所在地　昭和町1-6-11
◇電話番号　544-1116
◇�開館時間　午前9時～午後9時（小学生は午後6時ま
で、中学生は8時まで／保護者同伴の場合は開館まで）
◇休館日　第2火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
◇交通　JR昭島駅南口徒歩7分
■多目的室、会議室の貸し出し
◇対象　青少年関係団体などの団体
◇利用区分
＊午前9時～正午
＊午後1時から3時まで
＊午後3時10分～5時まで
＊午後5時10分～7時まで
＊午後7時10分～9時まで
◇申し込み
＊�青少年関係団体＝�
利用日の2か月前から
青少年交流センターで
＊�その他の団体＝利用日の1か月前から青少年交流セ
ンターで（利用には登録が必要になります）

青少年交流センター

立川→青梅線

緑街道

江戸街道

南口

昭島駅
←拝島

●
銀行

光華小●
●警察署

銀行
●信用金庫●

あいぽっく

青少年交流センター

　児童の健全育成を目的とした、遊びの拠点施設です。
◇所在地　つつじが丘2-3-21
◇電話番号　544-5132
◇ファックス　543-3332
◇�開館時間　午前9時30
分～午後9時（小学生は
午後6時まで、中学生は
8時まで／保護者同伴
の場合は閉館まで）
◇�休館日　第2日曜日、
祝日、年末年始
◇�対象　18歳未満の児
童（未就学児は、保護者の同伴が必要）
◇�施設　遊戯室、幼児プレイコーナー、工作調理室、集会
室、交流室、音楽スタジオ、コンピュータ室、図書室など

児童センター「ぱれっと」

江戸街道

朝日町

KOTORIホー
ル（市民会館）・
公民館

つつじが丘
団地

児童センター
「ぱれっと」

昭島駅
立川→青梅線←拝島

95昭島市役所
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