
市川三郷町教育委員会教育総務課
三珠庁舎／生涯学習・生涯スポーツ担当
六郷庁舎／生涯学習・生涯スポーツ担当学 校 教 育

■ 幼稚園
幼稚園一覧

名　　　称 所　在　地 電話番号
市川南幼稚園 市川三郷町市川大門561 055-272-1471

市川幼稚園 市川三郷町市川大門1782-1 055-272-0156

定林寺立正幼稚園 市川三郷町岩間4161 0556-32-2326

手続き

入園についての申込みは、直接各園にお問い合わせください。

保護者の経済的負担の軽減と、公私立幼稚園間の保護者負担の格差是正を目的に入園料と
保育料を軽減します。

■ 小中学校入学通知
新入学対象者には、保護者あてに「就学通知書」（１月中旬）をお送りします。次の項目に該

当する方は、学校教育係へご連絡ください。

・上記の通知書が届かない方
・病気や障害などで、就学先を相談したい方
・就学時健康診断を受けていない方
・国立や私立の学校へ入学する方
・転出・転居を予定している方

■ 通学区域
小中学校の通学区域は、現行のとおりです、特別な事情により指定校の変更を希望される場

合は、所定の手続きが必要ですので、学校教育係へお問い合わせください。

■ 給食費
徴収額は従来どおりです。

■ 就学援助
経済的理由により、就学困難な児童・生徒の保護者に対し、学用品費・学校給食費などの教

育費の一部を援助します。詳しくは学校教育係へお問い合わせください。

就園奨励
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■ 教育相談
児童、生徒の就学など、教育に関する相談を受け付けています。詳しくは学校教育係へお問

い合わせください。

■ 小中学校施設一覧
町立小学校一覧

町立中学校一覧

名　　　称

上野小学校

大塚小学校

市川小学校

市川東小学校

市川南小学校

六郷小学校

市川三郷町上野4916

市川三郷町大塚4264

市川三郷町市川大門5744

市川三郷町山保6320

市川三郷町黒沢1420

市川三郷町岩間2917

055-272-0102

055-272-0818

055-272-2100

055-272-4895

055-272-1508

0556-32-2004

所 　 在 　 地 電話番号

名　　　称

三珠中学校

市川中学校

市川南中学校

六郷中学校

市川三郷町上野2628

市川三郷町市川大門5064-1

市川三郷町黒沢1462

市川三郷町岩間2927

055-272-0666

055-272-2400

055-272-1516

0556-32-2042

所 　 在 　 地 電話番号
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市川三郷町教育委員会生涯学習課
三珠庁舎／生涯学習・生涯スポーツ担当
六郷庁舎／生涯学習・生涯スポーツ担当生涯学習・生涯スポーツ

町民の文化・スポーツ及びレクリエーション活動のために社会体育施設、社会教育施設及び
学校体育施設を開放しますのでご利用ください。
施設の利用の申込みなど諸手続き、開放時間及び料金などについては、市川三郷町教育委員

会生涯学習課及び各支所生涯学習担当及び生涯スポーツ担当に問い合わせてください。

■ 社会体育施設

名　　　称 所　在　地

市川三郷町上野スポーツ広場

市川三郷町三珠農村広場

市川三郷町上野プール

市川三郷町大塚体育館

市川三郷町大塚プール

市川三郷町市川大門体育館

市川三郷町市川大門総合グラウンド

市川三郷町市川公園グラウンド

市川三郷町市川大門農村広場

市川三郷町高田スポーツ広場

市川三郷町黒沢地区幼児用プール

市川三郷町笛吹川河川敷スポーツ広場

市川三郷町野中ゲートボール場

市川三郷町大同地区スポーツ広場

富士川多目的スポーツ広場

市川三郷町武道館

市川三郷町弓道場

市川三郷町富士見スポーツ公園野球場

市川三郷町落居体育館

市川三郷町上野2717

市川三郷町上野3552

市川三郷町上野2752－１

市川三郷町大塚4257

市川三郷町大塚4257

市川三郷町市川大門1852－3

市川三郷町高田682

市川三郷町印沢953

市川三郷町山保5252

市川三郷町印沢71－１

市川三郷町黒沢1462

市川三郷町向新田先

市川三郷町市川大門413番地

市川三郷町黒沢598番地の１

市川三郷町官有

市川三郷町岩間2968－2

市川三郷町岩間2965

市川三郷町岩間2967

市川三郷町落居2331

■ 学校体育施設の開放、夜間照明
学校体育施設（体育館、グラウンドなど）も従来どおり開放します。

・施設申込みは生涯学習課、各支所生涯学習・生涯スポーツ担当へ
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名　　　称 所　在　地 電話番号

市川三郷町三珠総合福祉センター

市川三郷町市川大門町民会館

市川三郷町六郷町民会館

市川三郷町市川大門上地区公民館

市川三郷町市川大門中地区公民館

市川三郷町市川大門下地区公民館

市川三郷町高田地区公民館

市川三郷町山保地区公民館

市川三郷町大同地区公民館

市川三郷町上野2714-2

市川三郷町市川大門1785

市川三郷町岩間485

市川三郷町市川大門63-1

市川三郷町市川大門186-1

市川三郷町市川大門423-1

市川三郷町印沢71-1

市川三郷町山保6360-1

市川三郷町黒沢798

055-240-4161

055-272-3811

0556-32-2111

055-272-4792

055-272-8038

055-272-3500

055-272-1472

055-272-6448

■ 社会教育施設

名　　　称 所　在　地 電話番号

市川三郷町立図書館

三珠分館

六郷分館

市川三郷町市川大門1785

市川三郷町上野2712

市川三郷町岩間2920-1

055-272-8888

055-272-1204

0556-32-2002

■ 図書館

開館時間

休 館 日

市川三郷町立図書館
・月曜日
・12月28日から翌年の1月4日までの日
・国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日。
・館内整理日（毎月末日。ただし、その日が土曜日、日曜日に当る場合は、これらの日以外
で当該月内において末日に最も近い日）
・特別整理期間（毎年1回）

施設名 市川三郷町立図書館 三 珠 分 館 六 郷 分 館

平　日

土　日

午前9時～午後5時

午前9時～午後5時

午前9時～午後5時

午前9時～午後5時

※午後1時～午後7時

午前10時～午後5時

※4月～9月までは午後8時まで
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■ 児童館・学童クラブ

児童館

名　　　称 所　在　地 電話番号

市川三郷町みたま児童館

市川三郷町市川大門児童館

市川三郷町総合子どもセンター

市川三郷町上野2717

市川三郷町市川大門1785

市川三郷町岩間2917

055-272-1204

055-230-3139

0556-32-3898

名　　　称 所　在　地 電話番号

上野放課後児童クラブ（みたま児童館）

大塚放課後児童クラブ（大塚小学校）

子ども館友優学童クラブ（富士見保育所）

たかた学童クラブ（高田地区公民館）

やまほ学童クラブ（山保地区公民館）

だいどう学童クラブ（すずかけの里）

じどうかん学童クラブ（市川大門町民会館）

六郷放課後児童クラブ（総合子どもセンター）

市川三郷町上野2712

市川三郷町大塚4264

市川三郷町市川大門3663

市川三郷町印沢71-1

市川三郷町山保6360-1

市川三郷町黒沢598-1

市川三郷町市川大門1785

市川三郷町岩間2917

055-272-1204

055-230-3160

055-272-5226

055-272-3500

055-272-1472

055-272-4181

055-272-3811

0556-32-3898

児童館は遊びを通して健全育成を図るための施設です。

学童クラブ

昼間保護者のいない小学校低学年児童（1年生～3年生）に対し、授業の終了後に児童厚生
施設などを利用して適切な遊びや生活の場を提供してその健全育成を図るため、学童保育を実
施しています。

三珠分館
・月曜日
・12月28日から翌年の1月4日までの日
・国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日。ただし、その日が
月曜日にあたるときはその翌日
・特別整理期間（毎年4月10日から10日間）

六郷分館
・木曜日
・国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日。
・12月27日から翌年の1月5日までの日
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