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　特認校制度とは、施設に余裕のあ
る特定の学校（特認校）を通学区域に
関係なく選択できる制度です。希望
する場合は、学校の教育方針などを
十分ご理解の上、申請してください。
なお、「中央区立小学校案内」および

「特認校就学申請書」は、対象のお子
さんがいるご家庭へ８月上旬に郵送
しました。
対　象
　区内在住で令和５年４月に小学校
１年生になる予定のお子さん
特認校
　城東小学校、泰明小学校、京橋築
地小学校、常盤小学校、阪本小学校
申請方法
　９月16日（金）より、各学校のホー
ムページに学校説明資料を掲載しま
すので、教育方針などをよく確認の
上、各学校のホームページから「教
育方針等確認書兼誓約書」を印刷し、

「特認校就学申請書」と併せて、区役
所６階学務課に持参または郵送によ
り申請してください。
申請受付期間
　10月１日（土）～15日（土）
◎ 学務課の窓口に持参の場合は土・

日曜日、祝日を除く午前８時30分
～午後５時までです。

◎ 郵送の場合は、10月15日（土）消印
有効です。

◎ 申請時点で中央区民でない方は申
請することはできません。

◎ 「教育方針等確認書兼誓約書」を添
付しなかった場合や添付があって
も署名がない場合は、受け付ける
ことができません。申請受付期間
中に全てそろった段階で受け付け
となります。
就学の条件
　特認校への就学に当たっては、次
の条件を満たす必要があります。

　特色ある教育を展開し、開かれた
学校や子どもたちにとって魅力ある
学校づくりを促進するため、「中学
校自由選択制」を実施しています。
　お住まいの住所に基づき指定され
ている中学校への就学を原則として
いますが、この制度により、区内にお
住まいであれば、通学区域以外の方
でも入学したい学校を選択できます。
対　象
　区内在住で令和５年４月に中学校
１年生になる予定の児童
選択できる範囲
　区立中学校４校から選択できます。
◎選択できる学校は１校のみです。
受け入れ人数
　各学校ともおおむね40人
申請方法
　選択を希望する場合は「中学校自
由選択制申込書」を記入し、区役所
６階学務課に持参、郵送または電子
申請により申請してください。
　なお、「中央区立中学校案内」およ
び「中学校自由選択制申込書」は、区

立小学校に就学されている方へは小
学校を通じて配布し、区立小学校以
外に就学されている方へは直接ご自
宅に郵送します。
◎ 電子申請を利用される場合は、電

子申請サービスのホームページよ
り直接申請してください。

◎ 通学区域の指定校に入学予定の方
は申請の必要はありません。
申請受付期間
　10月７日（金）～21日（金）
　（土・日曜日・祝日を除く）
　午前８時30分～午後５時
◎ 郵送の場合は10月21日（金）消印有

効、電子申請の場合は10月21日（必
着）です。

◎ 申請時点で中央区民でない方は申
請することはできません。
抽　選
　受け入れ人数を超える申請があっ
た場合は、抽選を行うことがありま
す。抽選の結果、補欠となった場合
は、辞退者が生じたときに登録順位
に従い繰り上げ当選とします。補欠

　現況届や住民基本台帳などにより、
児童手当の支給要件が確認できた方
に、令和４年６月分から令和５年５
月分までの受給資格や手当額をお知
らせする通知をお送りします。
引き続き、手当を継続して支給する
方
　「認定通知書」または「支払通知書」
を送付します。手当月額などをご確
認ください。
所得上限額超過により、手当の支給
がなくなる方
　「支給事由消滅通知書」を送付しま

す。所得更正や来年度以降の所得が
下がり、所得上限額未満になった時
に、改めて申請が必要です。
◎ 所得上限額や改めて申請をする際

の詳細については、区のホームペ
ージをご覧ください。
通知書の送付時期

　９月上旬頃に発送します。現況届
の提出が必要な方で、まだ子育て支
援課に届いていない方は、確認でき
次第発送します。
逢子育て支援課子育て支援係
　☎（３５４６）５３５０

　小学校の校庭を活用し、安全・安
心な遊び場を提供するとともに、子
どもたちの体力増進を図るため、ボ
ールの投げ方や蹴り方など公園では
できない種目をスポーツ指導者が直
接指導します。
日時など
　別表のとおり
◎ 雨天の場合などは、中止となりま

す。茜でご確認ください。
会　場
　月島第一小学校
対　象
　区内在住の幼児・児童
◎ 幼児の参加は、保護者の同伴が必

要です。
費　用
　無料
◎当日、直接会場へお越しください。
逢�中央区地域スポーツクラブ大江戸

別表
日　時 内　容

10月30日（日）

午後1時30分
～3時30分

クリケット

11月6日（日） おやじの会
イベント

   27日（日） 自転車
12月4日（日） なわとび

令和5年
1月15日（日） 昔遊び

   29日（日） スケート
ボード

◎内容を変更する場合があります。

・ 児童とその保護者が、就学を希望
する特認校の教育方針などに賛同
すること

・ 児童が特認校へ自力で通学するこ
と

・ 児童が特認校へ卒業まで通学する
こと
抽　選
　受け入れ人数を超える申請があっ
た場合は、抽選を行います。抽選の
結果、補欠となった場合は、辞退者
が生じたときに登録順位に従い繰り
上げ当選とします。補欠登録期間は
12月20日（火）までです。この間に繰
り上げ当選とならなかった場合は、
通学区域の学校に入学することにな
ります。
学校情報の提供
　各学校のホームページで随時情報
を提供していますので、ご確認くだ
さい。また、通学区域の学校（指定校）
でも学校公開を実施しています。対
象者の方にお送りした「中央区立小
学校案内」に学校公開日を掲載して
います。
◎ 今後の状況によって、日時の変更

や中止となる場合があります。詳

しくは各学校のホームページでご
確認ください。

個別の事情がある方へ（指定校変更
について）
　次のような事情がある場合は、指
定校変更の申請をすることができま
すので、学務課学事係へご相談くだ
さい。
・身体的理由
・当該通学区域内へ近々転居が確実
・ 兄姉が同時に在学（卒業した場合

は除く）
・ 併設の区立幼稚園または阪本こど

も園に在園（保育園および保育所
型認定こども園は対象外）

・ 学童クラブ入会決定（決定まで仮
受け付け）

◎ 指定校変更は教育委員会との協議
が必要です。詳しい事情を伺い、
実態調査や証明書類の確認などを
行います。

申請受付期間
　９月９日（金）～30日（金）
　（土・日曜日、祝日を除く）
　午前８時30分～午後５時
逢学務課学事係
　☎（３５４６）５５１４

月島事務局
　☎０７０（６９８０）６８９９
　 （土・日曜日の午前10時～午後３時。

平日のお問い合わせはＥメールで
お願いします）

茜�中央区地域スポーツクラブ大江戸
月島

　https://oedo.tokyo.jp
絢contact@oedo.tokyo.jp

登録期間は令和５年２月28日（火）ま
でです。この間に繰り上げ当選とな
らなかった場合は、通学区域の学校
に入学することになります。
選択する際の注意
・ 申込書を提出した後の変更はでき

ません。
・ 区立中学校では、自転車での通学

を禁止しています。学校を選択す
る場合はお子さんの通学の安全な
どを配慮の上、保護者の責任で選
択してください。
学校情報の提供
　学校ごとに説明会や学校公開を実
施します。「中央区立中学校案内」や
各学校のホームページでご確認くだ
さい。
◎ 今後の状況によって、日時の変更

や中止となる場合があります。詳
しくは各学校のホームページでご
確認ください。

個別の事情がある方へ（指定校変更
について）
　次のような事情がある場合は、指
定校変更を申請することができます。
・身体的理由
・当該通学区域内へ近々転居が確実
・ 兄姉が同時に在学（卒業した場合

は除く）
・ 卒業する区立小学校が、入学を希

望する区立中学校の通学区域にあ
る場合

◎ 指定校変更は教育委員会との協議
が必要です。詳しい事情を伺い、
実態調査や証明書類の確認などを
行います。

申請受付期間
　９月20日（火）～10月６日（木）
　（土・日曜日、祝日を除く）
　午前８時30分～午後５時
逢学務課学事係
　☎（３５４６）５５１４

中学校自由選択制

小学校特認校制度

児童手当の現況届審査結果に
関する通知書をお送りします

す ぽ ぐ ら
～小学校の校庭で遊ぼう～


