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小・中学校 

◇就学時健康診断               学校教育課  電話２１-１１５６  

 新しく小学校１年生になるお子さんを対象として 10～11月に各学校で行います。対象と

なるお子さんがいる家庭には、 10月初旬までに就学時健康診断通知書をお送ります。この

通知が届かないときや通知の記載内容に誤りがあるとき、その他御不明な点は学校教育課

に御連絡ください。  

※入学前に学区が変わる転居を予定している方は、早めに学校教育課に御連絡ください。  

◇入学通知                  学校教育課  電話２１-１１５６  

 新しく小学校１年生、中学校１年生になるお子さん (毎年４月２日から翌年４月１日に

生まれた満６歳児と12歳児)のいる家庭には、２月初旬頃に入学通知をお送りします。入学

通知には、入学する学校の入学式の日時が記載されています。この通知が届かないときや

通知の記載内容に誤りがあるとき、その他御不明な点は学校教育課に御連絡ください。  

◇転校                    学校教育課  電話２１-１１５６  

◎市内  

  転居届け出の際に、市民課で転入学通知書を発行しますので、現在籍学校からの書類

と併せ、次の学校へ提出してください。  

◎市外  

  学校で転校書類を発行します。その後、転出先の市町村で転入手続きをしてください。  

 ※市内･市外に関わらず学区外の学校へ通う場合は手続きが必要です。学校教育課へ御  

連絡ください。  

◇就学援助制度                学校教育課  電話２１-１１５６  

 小･中学校に在学している児童、生徒の保護者を対象に、経済的援助が必要と認められる

家庭に、学校で必要な学用品費、医療費、学校給食費などの一部を支給する制度です。手

続きの時期、方法などについてはお問い合わせください。  

 

  

  
その他小･中学校に関わる詳細については、掛川市のホームページ   

くらし・行政情報  → 教育  → 小・中学校の紹介  

を見ると学校に関する情報が載っています。  
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◇小・中学校一覧                    

 

小学校 

学校名  住所  電話  

日坂小学校  大野 3-1 27-1022 

東山口小学校  逆川 1012-1 27-0026 

西山口小学校  成滝 145 22-6629 

上内田小学校  上内田 3325 22-5268 

城北小学校  水垂 178 22-3357 

第一小学校  掛川 1108-1 22-7231 

第二小学校  大池 438-1 22-3258 

中央小学校  下俣 633 23-0215 

曽我小学校  領家 384 22-3642 

桜木小学校  下垂木 1472-1 22-4322 

和田岡小学校  吉岡 639-2 26-2649 

学校名  住所  電話  

原谷小学校  本郷 561-1 26-0005 

原田小学校  原里 1623-1 26-0061 

西郷小学校  上西郷 2606-2 28-0821 

倉真小学校  倉真 3774 28-0921 

土方小学校  上土方 286-1 74-2023 

佐束小学校  小貫 1474 74-2026 

中小学校  中3080 74-2644 

大坂小学校  大坂 5667 72-2518 

千浜小学校  千浜 5849 72-2014 

横須賀小学校  横須賀 1110 48-2049 

大渕小学校  大渕 5602 48-2045 

 

 

 

中学校 

学校名  住所  電話  

栄川中学校  本所 538 27-0014 

東中学校  葛川 1039 22-5158 

西中学校  下俣 1007-1 22-7258 

桜が丘中学校  富部 716 22-6278 

原野谷中学校  寺島 15 26-0011 

学校名  住所  電話  

北中学校  上西郷 220-2 24-1915 

城東中学校  下土方 680 74-2054 

大浜中学校  大坂 1147 72-2509 

大須賀中学校  横須賀 1007 48-2561 
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◇放課後児童クラブ(学童保育所)                                           

教育政策課(学童保育係) 電話２１-１１０９  

 小学校に就学している児童で、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童を対象に、

放課後に集団生活や遊びなどを通して、児童の健全育成を図ることを目的にしています。

利用には、申し込みが必要です。  

 

放課後児童クラブ(学童保育所 )一覧 

 学童保育所名 住所 電話 

１ 日東地区学童保育所  大野1-3 27-1707 

２ 東山口地区学童保育所  逆川1012-1 27-2855 

３ 西山口小学童保育所  成滝110-1 21-1183 

４ 上内田学童保育所  上内田773-1 22-5253 

５ 城北小学童保育所たつのこクラブ  水垂178 22-3376 

６ 城北小学童保育所わくわくクラブ  水垂178 22-3881 

７ 城北小学童保育所げんきクラブ  御所原9-28 21-1880 

８ 第一小学童保育所ひまわりクラブ  掛川1102-5 22-8049 

９ しあわせ学童保育所  上張925-8 29-7077 

10 にこにこ学童保育所  仁藤町6-6 29-7688 

11 どんぐり学童保育所  掛川910-1 22-5920 

12 第二小学童保育所  大池438-1 22-2232 

13 第二小学童保育所つくし 大池504-1 24-4646 

14 中央小学童保育所  下俣633 23-4144 

15 曽我小学童保育所  領家581-1 22-4070 

16 桜木小学童保育所  家代1738-1 22-5105 

17 和田岡地区学童保育所  吉岡1941-1 26-0556 

18 原谷小学童保育所  本郷561-1 26-0086 

19 原田学童保育所  原里1521 26-0031 

20 西郷小学童保育所  上西郷2622 29-1970 

21 倉真地区学童保育所  倉真3802-2 28-0451 

22 土方小学童保育所  上土方322 74-4837 

23 佐束小学童保育所  小貫1474 74-3700 

24 大坂小学童保育所  大坂5667 72-2919 

25 千浜小学童保育所  千浜5849 72-2345 

26 ほほえみ学童保育所  横須賀1371-3 48-3442 

27 大渕小学童保育所  大渕5602 48-3881 
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