
学校・児童クラブ

小学校・中学校の所在地と通学区

学　校　名 住 所 ・ 電 話 番 号 通 学 区 域（R4.5.1 現在の児童・生徒数）

須　坂 小学校 〒382-0013　須坂市大字須坂780番地 　　　
tel.026-245-0071　  　 MAP>P20-3D

穀町、上町、本上町、上中町、中町、春木町、太子町、新町、常盤町、横町、立町
（214人）

小　山 小学校 〒382-0028　須坂市臥竜一丁目3番1号
tel.026-245-0242　  　 MAP>P20-3D 

坂田町、南原町、北原町、小山町、屋部町　（351人）

森　上 小学校 〒382-0099　須坂市墨坂三丁目1番1号
tel.026-245-0236　  　 MAP>P20-3C

東横町、南横町、北横町、馬場町、須坂ハイランド町、八幡町、境沢町 （270人）

日　滝 小学校 〒382-0012　須坂市大字日滝1648番地
tel.026-245-0203　  　 MAP>P20-2D

相森町、高橋町、大谷町、本郷町　（342人）

豊　洲 小学校 〒382-0062　須坂市大字小島473番地
tel.026-245-0459　  　 MAP>P20-1C

相之島町、小島町、新田町、南小河原町、北相之島町、小河原町、豊島町 
（132人）

日　野 小学校 〒382-0052　須坂市大字塩川151番地
tel.026-245-0774　  　 MAP>P20-3B

塩川町、高梨町、村山町、八重森町、沼目町、五閑町、西町、田の神町 （307人）

井　上 小学校 〒382-0047　須坂市大字幸高292番地
tel.026-245-0599　  　 MAP>P20-4B

井上町、福島町、中島町、九反田町、幸高町、米持町、二睦町 （243人）

高　甫 小学校 〒382-0044　須坂市大字八町1916番地
tel.026-245-0593　  　 MAP>P20-5D

上八町、下八町、野辺町、望岳台、村石町、明徳町 （151人）

旭ケ丘 小学校 〒382-0002　須坂市旭ケ丘12番地2
tel.026-245-5101　  　 MAP>P20-1D

高畑町、旭ケ丘町、北旭ケ丘町、松川町、光ケ丘ニュータウン （195人）

仁　礼 小学校 〒382-0034　須坂市大字仁礼96番地2
tel.026-245-2343　  　 MAP>P21-6E

仁礼町、亀倉町、米子町、夏端町、塩野町 （185人）

豊　丘 小学校 〒382-0022　須坂市大字豊丘1070番地
tel.026-245-0491　  　 MAP>P21-4F

豊丘町、豊丘上町、大日向町 （56人）

常　盤 中学校
〒382-0013　須坂市大字日滝61番地
tel.026-245-0326　  　 MAP>P20-3D

穀町、上町、本上町、上中町、中町、新町、常盤町、立町、坂田町、南原町、
北原町、小山町、高橋町、大谷町、本郷町、村石町、明徳町 （351人）

相　森 中学校
〒382-0017　須坂市大字日滝2082番地
tel.026-245-0280　   　MAP>P20-2D

春木町、太子町、東横町、南横町、北横町、横町、馬場町、須坂ハイランド町、西町、
相森町、相之島町、小島町、新田町、高畑町、南小河原町、小河原町、北相之島町、
旭ケ丘町、北旭ケ丘町、松川町、田の神町、豊島町、光ケ丘ニュータウン （306人）

墨　坂 中学校
〒382-0098　須坂市墨坂南二丁目19番1号
tel.026-245-0564　   　MAP>P20-4C

屋部町、八幡町、境沢町、塩川町、高梨町、村山町、八重森町、沼目町、五閑町、
井上町、福島町、中島町、九反田町、幸高町、米持町、二睦町、上八町、下八町、
野辺町、望岳台　（490人）

　東　 中学校
〒382-0033　須坂市大字亀倉6番地6
tel.026-245-2342　   　MAP>P21-5E

仁礼町、亀倉町、米子町、夏端町、塩野町、豊丘町、豊丘上町、大日向町
（143人）

須坂支援学校 〒382-0013　須坂市大字須坂780番地　　　
tel.026-245-0082　   　MAP>P20-3D

市内全域　（32人）（須坂小学校 併設）

上田市立
菅平小中学校

〒386-2204　上田市菅平高原1223-1419
tel.0268-74-2014　  　 

峰の原高原（８人）　　　

住んでいる区域によって、通学する学校が指定されています。
市外に転出する場合には、転出先の教育委員会と相談して
ください。       お問合せ▶学校教育課 tel.026-248-9010

◆ 知的障害学級、自閉症・情緒障害学級
　……………………………………各小・中学校

◆ 言語通級指導教室（ことばの教室）
……………………………………須坂小学校内

◆ LD等通級指導教室（まなびの教室）

……………………須坂小学校・墨坂中学校内

◆ 須坂市フレンドリールーム
　…tel.026-248-7603（相森中学校内）

学校へ行きにくくなっていたり、行けない状態
が続いていたりする小・中学生のための中間
教室。

◆ 教育相談
子どもが抱えている悩みや問題、子どもを育て
ていく上での悩みや問題、いじめの問題、不登
校の問題、就学などの相談を行っています。

　〈面接〉教育相談室（市役所東庁舎１階）
　〈電話〉tel.026-248-0001
　　受付時間：月〜金曜日　8：30〜17：15

◆ 巡回教育相談（教育相談員による学校訪問）
　……………………………………各小・中学校

◆スクールカウンセラー・心の教室相談員
　…………………………………………各中学校

さまざまな学級 相　　談 高等学校

長野県須坂創成高等学校
（農業科・創造工学科・商業科）

須坂市大字須坂 1616 番地
tel.026-245-0103

長野県須坂東高等学校
（普通科）

須坂市大字日滝４番地４
tel.026-245-0331

長野県須坂高等学校
（普通科）

須坂市大字須坂1518番地２
tel.026-245-0334
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◆中央 児童センター 大字須坂 1212 番地１ tel.026-245-5010

◆南部 児童センター 墨坂南四丁目1番8号 tel.026-248-2330

◆東部 児童センター 大字日滝91番地4 tel.026-246-0079

◆北部 児童センター 大字小河原3305番地1 tel.026-248-8381

開 館 日：月〜土曜日（日・祝・年末年始は休館）
小学生以上の利用時間：10：00〜12：00　14：00〜18：00 

※11月〜3月は17:00まで

●各センターは「遊びの広場」として、乳幼児連れの親子にも
　開放しています。（22・23ページ参照）

児童センター

◆ やすらぎ児童クラブ
所 在 地：須坂市大字日滝（本郷町）2882-1（須坂やすらぎの園敷地内）

対象児童：市内在住の小学生 １〜６年生の留守家庭児童

利用時間：平日　下校〜19：00　　
　　　　　土日祝日・小学校休業日　7：30〜19：00
　　　　　※延長保育　（朝）7：30〜8：30、（夕）18：00〜19：00

休 業 日：年末年始のみ　　　　　　　

利 用 料：
日々登録／保育料 月額 3,000円、おやつ代月額 2,000円、昼食代１食 200円
長期登録／保育料 １日 300円、おやつ代１食 100円、昼食代１食 200円
休日登録（日祝日）／保育料 １日 2,600円、保険料１日 25円

　　　　　　　　　　　おやつ代１食 100円、昼食代１食 200円
延長保育料／30分 100円

定　　員：40名

児童クラブ名 住 所 電 話

森上地域児童クラブ　墨坂三丁目1番1号（森上小学校内） 026-248-1411

日滝地域児童クラブ　大字日滝1648番地（日滝小学校構内） 026-248-3080

豊洲地域児童クラブ 大字小島401番地1（豊洲地域公民館西側） 026-248-5171

日野地域児童クラブ 1
　　 地域児童クラブ 2 大字塩川158番地2（日野小学校構内） 026-246-5789

井上地域児童クラブ　大字幸高292番地（井上小学校構内） 026-248-5377

高甫地域児童クラブ　大字八町1916番地（高甫小学校内） 026-248-6010

仁礼地域児童クラブ　大字仁礼108番地1（JA旧仁礼支所１階） 026-248-1704

豊丘地域児童クラブ　大字豊丘1070番地（豊丘小学校内） 026-248-1705

南部地域児童クラブ　墨坂南四丁目1番8号（南部児童センター内） 026-248-2330

東部地域児童クラブ　大字日滝91番地4（東部児童センター内） 026-246-0079

北部地域児童クラブ　大字小河原3305番地1（北部児童センター内） 026-248-8381

委託児童クラブ

お問合せ▶ tel.026-285-0888（直通）tel.026-246-4600（代表）
（担当：総務課）

● 放課後は、専用車で学校へ児童をお迎え。
● 土曜日、学校休業日、長期休みも、
　　昼食付き（別途料金）で営業。 
● 冷暖房、浴室、屋外運動場も完備。
● 緊急時は、クリニックが併設しており安心。
● 併設の高齢者施設との交流で豊かな情操教育。
● 米国人職員と英会話交流。
● 長期休み中は
　　連日「やすらぎ子ども食堂」を実施。

児童クラブ

対象児童：市内に居住する小学校及び須坂支援
　　　　　学校１〜６年生の留守家庭児童

利用時間：下校〜18：00　※延長18:30まで

 　　　　（小学校休業日は8:00〜18:00）　

休 業 日：土日祝日、年末年始
※土曜日は日々登録児童に限り、拠点方式で南部・

北部・東部児童クラブで受入れします。なお、第
２土曜日は登録児童クラブでも受入れします。

費用負担：
　　日々登録児童　月額　3,000円
　　　（長期休業中を含み毎日利用）

　　長期登録児童　年額　6,000円
　　　（夏休み等長期休業日と学校振替休日のみ利用）

　　延長登録児童　日々登録児童/月額　 500円
　　　　　　　　　長期登録児童/年額 1,000円

※おやつ代は別途負担

お問合せ▶学校教育課 tel.026-248-9010

新１年生は、秋ごろに学校で行われる来入児検診の際に、書類が配布されます。
途中入所したい場合は、学校教育課か児童クラブへ直接お問い合わせください。

地域児童クラブに
入る場合

◆ 学童保育どんぐりクラブ
所 在 地：須坂市臥竜２-７-12
対象児童：小学校１〜６年生の留守家庭児童
利用時間：下校〜20：00
　　　　 （小学校休業日は7：30〜20：00）
　　　　　※8：00以前/18：30以降は、延長保育扱い

休 業 日：日曜日、祝日、年末年始　　　　　　
利 用 料：父母総会にて決定

　　  　　参考）基本保育料　月額 9,000円
 お や つ 代　月額 2,000円　
 延長保育料　15分　 100円　など

定　　員：40名前後
※小山小学校以外は、下校時刻にあわせ指導員が学校まで
　迎えに行きます。
※定員に達している場合には、募集を行わないこともあり
　ます。

お問合せ▶ tel.026-248-0611
（久保田 /14:00 以降）

地域児童クラブ

児童クラブは、留守家庭の小学校６年生までの児童が、
放課後や夏休みなどの長期休暇中に、遊んだり宿題をしたりして過ごす場です。

児童センターは、児童クラブに登録していなくても、18 歳までの子どもが遊べる施設です。
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