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●小学校・中学校の特別支援学級等

◆ 特別支援学級（固定学級/知的障害、自閉症・情緒障害）　

通常の学級における学習では十分にその効果を上げることが
困難な児童・生徒に対し、一人ひとりに応じた教育を行うた
め、特別に少人数で編成された学級です。
【知的障害】
《小学校》
　　第一小学校　　あおぞら学級
　　第五小学校　　こだま学級
　　第九小学校　　くわのみ学級　　　　　
　　第十小学校　　すずかけ学級
　　松中小学校　　まつのみ学級
　　新生小学校　　ひまわり学級
　　若葉台小学校　たんぽぽ学級

《中学校》
　　立川第一中学校　　Ｉ（アイ）組
　　立川第二中学校　　1  （いち）組
　　立川第五中学校　　10組
【自閉症・情緒障害】
《小学校》
　　第二小学校　　さくら学級
　　大山小学校　　にじいろ学級（令和5年4月開設予定）

◆ 通級指導学級（難聴・言語障害）

•週のうち1～8時間のみ通います。
　他の時間は、在籍している学級で勉強します。
•通級したい場合は、まず在籍している学校にご相談ください。

《小学校》
　　第七小学校　　ことばの教室
　　第八小学校　　きこえとことばの教室

◆ 特別支援教室（情緒障害等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

特別支援教室は、小・中学校全校に設置しており、小学校は
「〇小キラリ」・中学校は「〇中プラス」の愛称で呼んでいます。
•週のうち1～8時間のみ通います。
　他の時間は、在籍している学級で勉強します。
•利用したい場合は、まず在籍している学校にご相談ください。
　　　　　    教育支援課　☎042-527-6171

●教育支援センター
何らかの理由で学校に通えていない児童・生徒を対象にして
います。
•通室したい場合は、まず在籍している学校にご相談ください。
◇小学校教育支援センター「おおぞら」　柏小学校内［2図B-2］
◇中学校教育支援センター「たまがわ」　錦学習館2階［南図D-4］
　　　　　    指導課　☎042-528-4339

●近隣の都立特別支援学校
障害のあるお子さんについて、将来の自立に向けた手厚くき
め細やかな教育を行う学校です。

肢　体
不自由

村山
特別支援学校

武蔵村山市学園
4-8 042-564-2781

府中
けやきの森学園

府中市朝日町
3-14-1 042-367-2511

知的障害

武蔵台学園 府中市武蔵台
2-8-28 042-576-7491

立川学園
知的障害教育部門

［2図E-5］
立川市栄町
1-15-7 042-529-0201

視覚障害 八王子盲学校 八王子市台町
3-19-22　 042-623-3278

聴覚障害
立川学園
聴覚障害教育部門

［2図E-5］ 
立川市栄町
1-15-7 042-523-1358

病弱 光明学園 世田谷区松原
6-38-27 03-3323-8421

●拡充型放課後子ども教室
対　象　拡充型放課後子ども教室を実施する小学校に通学す

る児童および同小学校区に居住する立川市立以外の
小学校に通学する児童（学童保育所に在籍している
児童は対象外）

　　　　※小学1年生は、6月から利用可能となります。
費　用　年額1,000円
放課後にランドセルを背負ったまま直接遊びに行くことがで
き、学校休業日には自由に何度でも出入りができる学校内の
自由な遊び場です。活動中は、運営事業者の職員が子どもた
ちの自主的な遊びが安全に行われるよう見守りを行います。
　　　　　    子ども育成課　☎042-528-4372

第二小学校放課後子ども教室 第二小学校内 070-8781-3729
松中小学校放課後子ども教室 松中小学校内 070-8780-4627
大山小学校放課後子ども教室 大山小学校内 070-8780-4629

※市内小学校に順次拡大予定です。

問い合わせ

問い合わせ

問い合わせ

就学相談ってなあに?
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●市内小・中学校一覧
小学校
第一小学校 柴崎町2-20-3 042-523-4428 南図A-2
第二小学校 曙町3-23-1 042-523-4438 北図E-4
第三小学校 錦町3-4-1 042-523-4448 南図E-3
第四小学校 富士見町4-4-1 042-523-5228 3図B-2
第五小学校 高松町1-12-25 042-523-5238 2図C-5
第六小学校 羽衣町2-29-22 042-523-5248 3図D-2
第七小学校 錦町5-6-43 042-523-5348 南図C-4
第八小学校 幸町2-1-1 042-536-0031 2図C-3
第九小学校 上砂町2-18-1 042-536-2231 1図E-4
第十小学校 柏町1-31-1 042-536-2711 2図B-3
西砂小学校 西砂町2-34-2 042-531-2082 1図C-4
南砂小学校 栄町2-2-1 042-525-1474 2図D-4
幸小学校 幸町5-68-1 042-536-3961 2図C-2
松中小学校 一番町5-8-5 042-531-3821 1図C-3
大山小学校 上砂町1-5-33 042-535-2850 1図E-4
柏小学校 柏町4-8-4 042-537-1962 2図B-2
上砂川小学校 上砂町5-12-2 042-537-1801 1図E-2
新生小学校 富士見町6-69-1 042-524-3148 3図A-3
若葉台小学校 若葉町1-13-1 042-536-3971 2図D-3
中学校
立川第一中学校 柴崎町1-3-4 042-523-4328 3図B-2
立川第二中学校 曙町3-29-46 042-523-4338 2図D-5
立川第三中学校 羽衣町3-25-6 042-523-4348 3図D-2
立川第四中学校 幸町5-49-1 042-536-2411 2図C-2
立川第五中学校 上砂町3-27-1 042-536-2511 1図E-4
立川第六中学校 泉町786-16 042-537-3195 2図C-4
立川第七中学校 西砂町6-28-3 042-531-0511 1図C-3
立川第八中学校 富士見町7-24-1 042-526-2007 3図B-3
立川第九中学校 若葉町3-19-5 042-535-1415 2図D-2
その他
都立立川国際
中等教育学校 曙町3-29-37 042-524-3903 2図D-5

都立立川国際
中等教育学校附属
小学校

曙町3-29-37 042-519-3151 2図D-5

●市立小・中学校への入学

◆ 小学校入学までの流れ

入学予定のお子さんの保護者に、10月に「就学時健診のお知
らせ」と1月末（1月末以降から入学式前日までに市外から転
入された方は随時）までに「入学通知書」をお送りします。
これらは、住民票に基づき作成しています。

8月上旬 「指定校変更制度のご案内」をお送りします。
10月頃 「就学時健康診断実施通知書」をお送りします。
11月頃 就学時健康診断を各小学校で実施します。

1月 「入学通知書」をお送りします。
2月 各小学校で保護者説明会を開催します。
4月 入学式

※各小学校の学区は、p.68立川市全体図をご覧ください。

　　　　　   学務課　☎042-523-2111　内線2516

◆ 中学校入学までの流れ

入学予定のお子さんの保護者に、1月末（1月末以降から入
学式前日までに市外から転入された方は随時）までに「入学
通知書」をお送りします。

9月上旬 市立小学校を通じて「指定校変更制度のご案内」
を配布します。

1月 「入学通知書」をお送りします。
4月 入学式

　　　　　   学務課　☎042-523-2111　内線2516

問い合わせ

問い合わせ

いよいよ学校生活のスタート。たくさんのお友達や上級生に囲まれて、だんだんとお兄さん・お姉さんになっていく姿がまぶし
い時期です。
小・中学校へ入学するお子さんのいる保護者の方に、入学する学校、入学式の日などを記載した入学通知書を、入学する年の1
月末までにお送りします。入学に向けて、お子さんと一緒に準備を進めていきましょう。

就学相談ってなあに?
心身の発達が気になるお子さんや、障害のあるお子さ
んの就学先や支援について、必要な情報を提供しなが
ら保護者の方と一緒に考えるのが就学相談です。
年長さんまたは小学6年生の4月から9月までの間に
お申し込みいただくことをお勧めしています。
　　　　　    教育支援課　☎042-527-6171
月〜金曜・第2土曜日　9時〜17時（祝日・年末年始を除く）
問い合わせ

小学校・中学校など05
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●妊娠・出産に関する手当

◆ 妊婦健康診査助成

［助成対象］ すべての妊婦
［助成内容］ 母子健康手帳と合わせて交付される受診票によ
り、公費で医療機関にて妊婦健診を受けられます。都外の医
療機関等で受診した場合は、費用の一部を助成する制度もあ
ります。

［申請時期］ 妊娠がわかったら
　　　　　　 健康推進課　☎042-527-3234

◆ 妊娠歯科健康診査

［助成対象］すべての妊婦
［助成内容］妊婦歯科健診を市内指定医療機関で受けられ
ます。
　　　　　　 健康推進課　☎042-527-3234

◆ 新生児聴覚検査費用助成

［助成対象］ すべての新生児
［助成内容］母子健康手帳と合わせて交付される受診票によ
り、検査費用の一部を公費負担します。都外の医療機関で検
査をした場合は、費用の一部を助成する制度もあります。
　　　　　　 健康推進課　☎042-527-3234

◆ 出産育児一時金

［支給対象］ 国民健康保険に加入中で出産された方
［支給内容］ 42万円（産科医療補償制度の対象でない医療機
関で出産された場合は40万8千円）を支給します。
出産費用から出産育児一時金相当額を差し引いた金額を請求
する「出産育児一時金直接支払制度」が利用できる医療機関
の場合は、手続きは不要です。
直接支払制度を取り扱っていない医療機関等で出産された場
合や直接支払制度を利用しない場合は、保険年金課までご相
談ください。

［申請時期］ 出産時
　　　　　　 保険年金課　☎042-523-2111　内線1400

◆ 母子栄養食品の支給

［支給対象］ 生活保護受給世帯、市民税非課税世帯及び市民
税均等割のみ課税世帯の妊産婦と乳児

［支給内容］ 粉ミルクを無償で支給します。（支給期間があり
ます）
　　　　　　 健康推進課　☎042-527-3234

◆ 未熟児養育医療費助成

［助成対象］ 出生時体重が2,000g以下、または2,000g以上
でも生活力が特に弱く、医師が入院養育が必要と認めた新生
児（1歳児未満）

［助成内容］ 保険診療に対して、自己負担分を助成します。（所
得状況に応じて一部負担あり）
※  指定医療機関に限ります。

［申請時期］ 出生届提出時
　　　　　　 子育て推進課　☎042-523-2111　内線1349

◆ 産前産後期間の国民年金保険料の免除

［免除対象］国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31
年2月1日以降の方

［免除内容］出産予定日または出産日が属する月の前月から
4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠
の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前か
ら6か月間の国民年金保険料が免除されます。（ただし、免
除の対象となるのは平成31年4月以降です）
※出産とは、妊娠85日（4か月）以上の出産（早産・死産・

流産および人工妊娠中絶を含む）をいいます。
［申請時期］出生届提出時（後日、さかのぼって申請するこ
とも可能です。また、出産前に申請希望の場合はお問い合わ
せください）

［申請方法］出産予定日または出産日が確認できるもの（母
子健康手帳等）をご用意の上、市役所や年金事務所の窓口で
申請してください。

［持ち物］年金手帳もしくは基礎年金番号通知書（マイナン
バーカードでも可）、母子健康手帳等。詳しくはお問い合わ
せください。
　　　　　　 保険年金課　☎042-523-2111　内線1394

問い合わせ

問い合わせ

問い合わせ

問い合わせ

問い合わせ

問い合わせ

問い合わせ

各種手当や助成を受けるためには申請が必要です。対象となる家庭や、申請する時期がそれぞれ異なります。所得制限などで手
当や助成が受けられない場合があります。あらかじめ確認しておきましょう。

学童保育所ってどうすれば、入所できるの？

子育て家庭への助成・支援制度06
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●学童保育所
平　日　 下校時～18 時まで（学校休業日は8時～18 時）、

延長保育19時まで。
土曜日　8時～18時まで、延長保育19時まで。
日曜日・祝日・年末年始は休所です。

《保育料》
月額4,000円（2人目2,500円）とおやつ代2,000円
延長保育料は月額2,000円（事前申請）、一時利用は日額500円
　　　　　    子ども育成課　☎042-528-4372

施設名 住所 電話042- 地図座標
西立川学童保育所 富士見町1-23-6 525-0571 3図A-2
富士見学童保育所 富士見町4-4-1 528-5980 3図B-2
多摩川学童保育所 富士見町6-51-1 527-5510 3図A-4
南富士見学童保育所 富士見町7-7-12 523-4394 3図B-3
柴崎学童保育所 柴崎町2-20-24 524-9792 南図A-2
柴崎第二学童保育所 柴崎町2-19-7 512-8202 南図A-2
錦学童保育所 錦町3-12-1 524-2821 南図D-4
錦第二学童保育所 錦町3-4-1 529-9262 南図E-3
錦第三学童保育所 錦町5-6-43 526-8835 南図C-4
錦第四学童保育所 錦町4-3-11 506-1159 3図D-2
羽衣学童保育所 羽衣町2-44-16 524-2751 3図D-2
曙学童保育所 曙町3-24-28 522-6471 北図E-4
高松学童保育所 高松町3-6-9 522-6078

北図D-2
高松第二学童保育所 北図D-2
高松第三学童保育所 高松町1-31-22 512-9703 2図C-5
南砂学童保育所 栄町2-2-1 527-2216 2図D-4
けやき台
第二学童保育所 若葉町1-8-1 537-9775 2図D-3

けやき台
さくら学童保育所 若葉町1-13-2 535-0575 2図D-3

若葉台学童保育所 若葉町1-13-1 536-6896 2図D-3
若葉学童保育所 若葉町4-25-114 535-5839 2図E-2
中砂学童保育所 幸町2-1-1 536-1256 2図C-3
中砂第二学童保育所 幸町2-1-2 537-0828 2図C-3
幸学童保育所 幸町4-52-3 537-2474 2図C-2
柏学童保育所 柏町1-31-5 536-2195 2図B-4
柏第二学童保育所 柏町4-8-4 536-9851

2図B-2
柏第三学童保育所 2図B-2
柏第四学童保育所 柏町4-61-11 537-8555 2図B-2
砂川七番学童保育所 柏町3-1-4 537-7550 2図B-3
大山学童保育所 上砂町1-6-3 535-2215 1図E-4
上砂学童保育所 上砂町2-18-1 535-5846 1図E-4
砂川園学童保育所 上砂町5-76-4 534-4780 1図E-3
上砂第二学童保育所 上砂町5-23-1 537-6315 1図E-2
上砂第三学童保育所 上砂町1-13-1 535-1577 1図E-4
松中学童保育所 一番町6-8-37 531-2174 1図C-3
西砂学童保育所 西砂町2-34-2 531-0434 1図C-4
西砂第二学童保育所 西砂町2-17-2 531-2450 1図C-4
西砂第三学童保育所 西砂町5-47-27 520-6941 1図B-3
一番町北学童保育所※1 一番町4-62-3 531-8213 1図D-3
総合福祉センター
学童保育所※2 富士見町2-36-47 595-9122 3図B-2

※1一番町北学童保育所は令和5年3月31日廃止予定です。
※2特別支援学校、特別支援学級在籍の小学校4〜6年生が対象

です。

●放課後等デイサービス
学校（幼稚園、大学を除く）に通学中の障害児を対象に、放
課後等において生活能力の向上のために必要な訓練、社会と
の交流の促進等の支援を行います。
●利用するには…
　①主治医等に利用の適否について相談する。
　※障害者手帳（p.61参照）か診断書が必要になります。
　②事業所に空き情報等を問い合わせ、見学を行う。
　③事業所の利用が決まったら、障害福祉課へ申請する。
　※事前に障害福祉課の地区担当員へご連絡ください。
　※障害児支援利用計画案の提出が必要になります。
　　　　　    障害福祉課　☎042-523-2111  内線1517 〜1523

事業所名 所　在　地 電話 042- 地図座標
児童デイサービス
サンフラワー

一番町5-1-5
ネクサス立川1階

080-4906-
6615 1図D-3

立川らびっとくらぶ 幸町3-25-1
立川けやき台ハイツ1階 537-7564 2図D-2

ジョブサU18立川
北口教室

曙町1-24-11
橋本ビル7階 548-1300 北図A-4

ドリームボックス立川 柴崎町5-8-1
リバーサイドアプス1階 512-8794 3図B-3

デイサービス事業
みんなの広場 1

栄町4-2-1
ジュネスイトウ1階 524-6788 2図C-4

NPO法人テイクオフ 高松町1-20-5     527-9203 2図C-5
NPO法人 こらそん
スマイル Jr.

高松町3-25-10
富士永ハイツ101 523-0818 北図D-4

ゆいまーる 羽衣町1-20-4 512-9676 3図D-2
トライきっず・プロ 
砂川七番

幸町5-5-14
セブンヒルズマンション1階　537-7841 2図C-3

ハイタッチ！
立川幸教室

幸町5-1-7
フルミエールメゾン1階B 537-8653 2図C-3

こぱんはうすさくら
立川幸町教室

幸町3-13-14
矢島ビル1階 537-8530 2図D-3

ジョブサU18立川
南口教室

柴崎町2-4-15
ほまれや本社ビル201号室 595-9980 南図B-1

LITALICOジュニア
立川南口教室

柴崎町2-3-13
エイティエイト立川デュオ2階 847-3399 南図B-1

かりゆーし 羽衣町3-29-4 512-5849 3図D-3
キッズガーデン
こもれび 羽衣町3-2-14 512-9768 3図D-2
ネクストエール
立川教室

柏町2-40-1
メゾン咲103、105 537-8622 2図B-3

ネクストエール
立川上砂教室

上砂町5-45-1
ヴェルディール武蔵砂川
102・103

537-8267 1図E-3

LEIF立川 柴崎町6-19-30 595-9811 3図C-3
lulu※ 高松町1-17-20粕谷ビル1階 080-5844-7844 2図C-5
デイサービス事業
みんなの広場2　

富士見町1-23-16
富士パークビル102 512-9299 3図A-2

こぱんはうすさくら
立川若葉町教室

若葉町2-14-18
ジャロック本社ビル102 534-9095 2図E-2

※「lulu」は、重症心身障害児や医療的ケアが必要なお子さんが対象です。

問い合わせ

問い合わせ

放課後に保護者が仕事等で適切に保育できない家庭の
児童を安全に保育します。
※ 集団保育の可能な障害児の受け入れもありますの

で、子ども育成課におたずねください。
新年度の申込みは、前年の10月頃に申込書配布、11
月頃受付予定。申込みについてのお知らせは、市の広
報に掲載されます。
　　　　　    子ども育成課　☎042-528-4372問い合わせ

学童保育所ってどうすれば、入所できるの？
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