
母子健康手帳� wb 188
�子ども総合センター� �
（青戸4-15-14 健康プラザかつしか内子ども家庭支援課）��
☎03-3602-1387

　医療機関で妊娠が確定後に「妊婦健康診査・新生児
聴覚検査受診票」や「出生通知票」などと併せて交付
します。
【交付場所】　子ども総合センター、保健センター、子
育て支援窓口（区役所4階401番）、子ども未来プラザ
鎌倉、児童会館、新水元・南新宿・白鳥・渋江・小菅児童
館、区民事務所、区役所夜間・休日窓口
【持ち物】　マイナンバー（個人番号）確認書類、本人
確認書類

　妊娠中に1回、区内指定歯科医療機関において無料
で受診できます。詳しくは母子健康手帳交付時にお
渡しする、母と子の保健バッグの中のご案内をご覧
ください。

妊婦歯科健康診査� wb 621
�健康づくり課（健康プラザかつしか内）� �
☎03-3602-1268

　「妊婦健康診査・新生児聴覚検査受診票」を都内の
指定医療機関に持参し、受診票に記載されている項
目を受診した場合、一定額を上限に、14回を限度と
して妊婦健康診査費用を補助します。

妊娠中の健康診査� wb 189
�子ども総合センター（子ども家庭支援課）� �
☎03-3602-1387

　専門の職員が、相談内容にあった支援をします。相
談の秘密は守られます。匿名でも相談できます。
【受付時間】　月～金曜日／午前8時30分～午後5時
（祝日・年末年始を除く）

妊娠・出産どうしようコール� wb 190
�子ども総合センター（子ども家庭支援課）� �
☎03-3602-1391

　妊娠高血圧症候群などの症状で、前年の総所得税
額が30,000円以下の世帯（生活保護を受けている方
は対象外）か、26日以上の入院治療が必要な方に、医
療費を助成します。

妊娠高血圧症候群等の医療費助成� wb 191
�子ども総合センター（子ども家庭支援課）� �
☎03-3602-1387

　出産費用にお困りの方に、入院・分娩費用を援助し
ます（所得制限や費用の一部負担、入院できる病院の
指定があります）。
　出産前の事前相談が必要です。
　申請は原則28週以降出産前までです。

出産費用の援助� wb 192
子育て支援課　☎03-5654-8276

　助産師や保健師などが、妊娠・出産・子育てをサ
ポートする「ゆりかごプラン」を面接のうえ作成しま
す。
　ゆりかご面接を受けた方には、妊娠子育て応援券
（こども商品券1万円分）を交付します。

ゆりかご面接（妊婦面接）� wb 623
青戸保健センター　☎03-3602-1284

　母子健康手帳の交付時、またはゆりかご面接時に、
5,500円分の交通系ICカードをお渡しします。
　母子健康手帳の交付を受けてから1年未満の方（他
区市町村で母子健康手帳の交付を受け、葛飾区に転
入した方を含む）が対象になります。

マタニティパス� wb 624
育成課　☎03-5654-8293

　出産後のお母さんに、産後ケア費用の一部を助成
します。
　妊娠25週以降に申請が必要です。
▷産婦健康診査
▷宿泊ケア
▷乳房ケア
▷産後デイケア（無料）

産後ケア� wb 619
青戸保健センター　☎03-3602-1284

出産・子ども・教育
妊娠・出産
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　両親で助け合って子育てができるように、沐浴や
おむつ交換などの実習を取り入れて学習します。

パパママ学級� wb 196
�子ども総合センター（子ども家庭支援課）� �
☎03-3602-1387

　高額な医療費がかかる特定不妊治療（東京都特定
不妊治療費助成事業の体外受精および顕微授精の承
認決定を受けた方）に要する医療費の一部を助成し
ます。

特定不妊治療費の助成� wb 197
�子ども総合センター（子ども家庭支援課）� �
☎03-3602-1387

　妊婦とパートナーなどを対象に、仲間づくりや妊
娠中の生活、出産、育児について学習します。

ハローベビー教室� wb 196
�子ども総合センター（子ども家庭支援課）� �
☎03-3602-1387

　15歳に達した日以後の最初の3月31日までの方
が都内の医療機関で受診した場合、医療証と健康保
険証を提示することで、健康保険適用分の窓口負担
が無料となります。都外の医療機関で受診した場合
は、支払った領収証を添えて、後日申請することで助
成します。

子ども医療費助成� wb 198
子育て支援課　☎03-5654-8294

乳幼児健康診査� wb 199
�青戸保健センター　☎03-3602-1284
各保健センター ☞ 68ページ

　乳児（3～5カ月・6カ月・9カ月）・1歳6カ月児・3歳
児健康診査を保健センターまたは契約医療機関で実
施しています。対象の方には、受診票をお渡しします。

5歳児健康診査� wb 611
�子ども総合センター（子ども家庭支援課）� �
☎03-3602-1388

　5歳になるお子さんに対し、身体発育・発達につい
て5歳児健康診査を実施しています。

　子どものむし歯を予防するため、歯科健診や歯の
健康教室を実施しています。対象の方には案内など
を郵送します。電話相談は随時行っています。

子どもの歯の健診・歯科相談� wb 200
�健康づくり課（健康プラザかつしか内）� �
☎03-3602-1268

　国の指定する小児慢性特定疾病で、身体障害者など
のサービス対象とならない方に日常生活用具の給付
をします（世帯の収入に応じて一部負担があります）。

小児慢性特定疾病の方への
日常生活用具の給付� wb 622
�保健予防課（健康プラザかつしか内）� �
☎03-3602-1274� �
各保健センター ☞ 68ページ

　区内在住の妊娠28～36週の妊婦がいるご家庭に
助産師や保健師が訪問し、出産に対する不安や産後
の体調管理、赤ちゃんとの生活などの相談に応じま
す。

妊娠後期訪問事業� wb 520
�子ども総合センター（子ども家庭支援課）� �
☎03-3602-1387

　出生通知票をもとに生後4カ月になるまでの赤
ちゃんがいる全てのご家庭を助産師や保健師が訪問
し、育児上の心配事や母親自身の体調などの相談に
応じます。

こんにちは赤ちゃん訪問事業� wb 193
�子ども総合センター（子ども家庭支援課）� �
☎03-3602-1387

　妊婦健康診査を助産院や都外の医療機関で受診す
るため「妊婦健康診査・新生児聴覚検査受診票」を使
用することができない場合に、申請により健康診査
費用の一部を助成します。

里帰り出産等妊婦健康診査費用の助成� wb 194
�子ども総合センター（子ども家庭支援課）� �
☎03-3602-1387

子どもの医療・健康

心身障害者医療費助成制度障

　97ページ
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　就学前の発達に心配のあるお子さんの保護者から
の相談をお受けします。

発達に心配があるお子さんの相談� wb 210
�子ども総合センター（子ども家庭支援課）� �
☎03-3602-1388

　18歳未満で結核にかかっている方のうち、医師が
長期の入院を必要と認めた方が対象です。

結核児童の療育給付
�子ども総合センター（子ども家庭支援課）� �
☎03-3602-1387

　18歳未満で身体に障害のある方で手術や通院が
必要な場合、指定医療機関での治療に限り、医療費を
補助します（世帯の所得に応じた自己負担がありま
す。また、一定所得以上の世帯は対象外となる場合が
あります）。

自立支援医療（育成医療）� wb 208
�子ども総合センター（子ども家庭支援課）� �
☎03-3602-1387

　出生時の体重が2,000ℊ以下の場合や、黄だんな
どで医師が入院養育を必要と認めた場合、指定医療
機関への入院に限り、医療費を補助します（世帯の所
得に応じた食費の一部負担があります）。

未熟児の養育医療� wb 612
�子ども総合センター（子ども家庭支援課）� �
☎03-3602-1387

ダイヤルガイド188ページ

都立・民間の障害児通所施設� wb 522

　発達に心配のあるお子さんの療育を目的として、
通園事業・訓練事業・一時保育などを行っています。
　1歳6カ月から就学前までのお子さんが対象です。
　費用負担の記載のないものは無料です。事業に
よって遠方の方は送迎バスを利用できます。
通園事業
　発達課題に応じて、1日1時間30分～4時間の集団
指導と月1～2回程度の個別指導を行います。
【利用日】　月～金曜日
訓練事業（別館）
　発達課題に応じて、1日2時間の集団指導と月1～2
回程度の個別指導を行います。
【利用日】　月～土曜日
訓練事業（分室）
　発達課題に応じて、1日2時間の集団指導と月1～2
回程度の個別指導を行います。
【利用日】　月～金曜日
障害児緊急一時保育・一時保育
　保護者が一時的に保育できない場合にお子さんを
お預かりします。事前登録と申請が必要です。
【保育日時】　月～金曜日　午前9時～午後5時

発達に心配があるお子さんの療育� wb 716
�子ども発達センター（堀切3-34-1 ウェルピアかつしか内）��
☎03-5698-1324 ☞ 72ページ
�子ども発達センター別館� �
☎03-3693-2114
�子ども発達センター分室（水元4-6-15 水元憩い交流館2階）��
☎03-3826-5828
�（仮称）子ども発達センター新小岩分室（西新小岩4-33 にこわ新小岩内）�
令和4年度開設予定

　精神疾患のため、入院治療を必要とする満18歳未
満の方（入院治療を継続して行う場合は、満20歳の
誕生月の末日まで）に、医療費を助成する都の制度の
手続きを受け付けています。

　慢性心疾患・内分泌疾患などの治療を行っている
18歳未満の方に、医療費を助成する制度の手続きを
受け付けています。世帯の所得に応じた自己負担が
あります。

小児精神障害者入院医療費助成 wb 715
�保健予防課（健康プラザかつしか内）� �
☎03-3602-1274

小児慢性特定疾病医療費助成� wb 206
�保健予防課（健康プラザかつしか内）� �
☎03-3602-1274

緊急一時保育
（保護者の疾病など）

一時保育（保護者の心身の疲労など）

満3歳未満 満3歳から
小学校入学前まで

1
回
の
保
育

時
間

4時間まで
1,200円
（無料）

1,500円
（1,000円）

1,000円
（600円）

4時間を超え、
8時間まで

3,000円
（2,000円）

2,000円
（1,200円）

　（　）内は、生活保護世帯もしくは非課税世帯などの場合
の金額です。給食は、別途費用がかかります。

【一時保育使用料】
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区立・私立保育園 wb 214

家庭的保育事業所（保育ママ） wb 220
小規模保育事業所 wb 524
認定こども園 wb 618

保育園・認定こども園（保育部
門）・小規模保育事業所・家庭的
保育事業所（保育ママ）
保育課　☎03-5654-8278

　保護者が仕事や病気などのために、ご家庭で保育で
きないお子さんを、保護者に代わって保育します。申
込方法など、詳しくは区ホームページや毎年度発行す
る「保育施設利用申込案内」でお知らせします。
【対象】　0歳（保育施設ごとに月齢が異なります）か
ら小学校就学前（小規模・家庭的保育事業所は2歳児
クラス）まで
【保育時間】　施設により異なる
【保育料】　区民税所得割額に基づき算定。3歳児クラ
ス以降は無償。（延長保育料は別途かかります）
【各施設の所在地】　189～191ページ参照

認証保育所（191ページ）� wb 215
�子育て支援課　☎03-5875-7952

　国の認可保育所に準じた東京都独自の基準を満た
した民間の保育所です。
【対象】
　生後43日から小学校就学前までの健康なお子さん
　ただし、0歳児保育は認証保育所によって異なります。
【保育時間】
　13時間以上（各園により異なります）
【保育料】
　各園により異なりますが、上限が決められています。
月220時間以下の利用の場合
3歳未満80,000円、3歳以上77,000円
　一定の要件により助成が受けられます。

予防接種� wb 212

定期予防接種
　 �保健予防課（健康プラザかつしか内）� �
☎03-3602-1238

　予防接種票は、実施時期にあわせて配布・郵送して
います。
【個別接種】
　接種は区内の実施医療機関で通年実施しています。
【予防接種の種類】
▷�四種混合（DPTーIPV）ジフテリア・百日せき・破傷
風・不活化ポリオ　　▷ロタウイルス
▷三種混合（DPT）ジフテリア・百日せき・破傷風
▷二種混合（DT）ジフテリア・破傷風
▷麻しん風しん混合（MR）　　� ▷B型肝炎
▷日本脳炎　▷BCG　　　　　▷不活化ポリオ
▷ヒブ　　　▷小児肺炎球菌�　▷水ぼうそう
【里帰り先などで接種した子どもの定期予防接種費用助成】
　里帰りなどで23区外の医療機関で子どもの定期
予防接種を受けた場合、事前申請により負担した予
防接種費用の一部または全額を助成しています。
子宮頸がん予防ワクチン
　 �健康づくり課（健康プラザかつしか内）� �
☎03-3602-1268

　小学6年生～高校1年生相当の女性に接種費用の
全額を助成しています。
任意予防接種
　 �保健予防課（健康プラザかつしか内）� �
☎03-3602-1238

▷�1歳のお子さんにおたふくかぜワクチン予防接種
費用を助成しています。
▷�2歳～18歳までのお子さんで、麻しん風しん（MR）
を2回接種していない方は、予防接種費用を助成し
ています。
▷�生後6ヵ月～15歳（中学3年生相当）のお子さんに、
季節性インフルエンザ予防接種費用の一部を助成
しています。
　 �予防接種票発行受付電話� �
☎03-3602-1312

【受付時間】　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）　
午前8時30分～午後5時
　予防接種票のない方は「予防接種票発行受付電話」
にお問い合わせください。

幼児教育・保育の無償化� wb 213

　3～5歳のお子さん、非課税世帯の0～2歳のお子さ
んを対象に、幼児教育・保育が無償化されています。
無償化の対象になるには、認定などの手続きが必要
です。詳しくは、区ホームページをご覧ください。

保育・養育
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緊急一時保育� wb 216
子育て支援課　☎03-5654-8297

　保護者の急な入院などでお子さんの面倒をみられ
ない場合に、区内の保育園で昼間お預かりします。詳
しくはお問い合わせください。

一時保育
　保護者がさまざまな理由で保育ができないお子さ
んを一時的にお預かりします。
【対象】　区内在住の就学前のお子さん
休日保育
　日曜日や祝日などに、保護者が就労などの理由で
保育ができないお子さんをお預かりします。
【対象】　区内在住の就学前のお子さん
病児・病後児保育
　病気の治療中・回復期にあって、集団保育が困難で
あり、かつ保護者が勤務などの都合で、家庭での保育
ができないお子さんを一時的にお預かりします。
【対象】　区内在住で認可保育所、家庭的保育事業所（保
育ママ）、小規模保育事業所、認証保育所、認可外保育施
設、認定こども園、幼稚園を利用しているお子さん
※�区の入園選考を受けない施設を利用している場合
は就労などの証明が必要です。

※�病児保育施設は小学1～3年生の児童も対象になり
ます。

　利用するには事前登録が必要です。保育時間・年末
年始の実施・利用対象年齢・利用料などは園によって
異なります。各園（189～191ページ）にお問い合わ
せください。

一時保育／休日保育／病児・病後児保育� wb 217
子育て支援課　☎03-5654-8297

　いずれも事前の登録が必要です。利用を希望する5
日前までにお申し込みください。利用料金は、利用人
数、連泊数、課税状況などにより減額、免除される場
合があります。
【保育施設】　（社福）共生会希望の家　青戸4-14-15
ショートステイ
　保護者の仕事、入院・出産などで、家庭での保育が
一時的に困難になった2～15歳のお子さんを施設で
お預かりします。
【利用時間】　24時間（入退所は午前8時～午後8時、
年末年始を除く）
【利用料金】　1日6,000円
【定員】　1日当たり5人
【利用期間】　1カ月当たり7日以内
トワイライトステイ
　保護者の仕事や同居家族の入院などで、保育園や
学校が終わった後の夜間に保育が困難になった2～
15歳のお子さんを施設でお預かりします。
【利用時間】　年末年始を除く毎日午後3～10時
【利用料金】　1日2,000円
【定員】　1日当たり10人
【利用期間】　1カ月当たり7日以内

ショートステイ・トワイライトステイ� wb 219
�子ども総合センター（子ども家庭支援課）� �
☎03-3602-1386

実施保育園 電話番号 担当地域

金町 03-3607-0889 金町・東金町・柴又・高砂（1丁目を除く）・
鎌倉・細田（2丁目を除く）・奥戸9丁目

さかえ 03-3608-4597 水元・西水元・東水元・南水元・新宿

本田こひつじ 070-6460-7085 上記以外（中川・新中川以西）

　保育者が就労、病気、体調不良、同居家族の看護な
どで、保育ができないお子さんの自宅などを訪問し
て保育します。訪問型病後児保育もあります。
　利用するには事前の登録が必要です。
【保育料】　1時間につき800円（2人目以降は500円）
【保育時間】　月～金曜日　原則午前8時～午後6時
【対象】　区内在住の0歳から就学前のお子さん

訪問型保育� wb 218

　冠婚葬祭やリフレッシュなどでお子さんの保育を
必要とする保護者が東京都の認定したベビーシッ
ターを利用する場合に、保育料の一部を助成します。
【対象】　0~2歳児クラスの児童の保護者
【助成限度額】　児童一人当たり1時間2,500円上限
年間144時間
※�多胎児（ふたご・みつご）の場合は、児童一人当たり
年間288時間
※�夜間時間帯の午後10時から午前7時までは1時間
3,500円上限

一時預かりベビーシッター利用支援事業� wb 717
�子育て支援課　☎03-5654-8277

　未就学児がいる家庭に研修を受けたボランティア
が定期的に家庭訪問し、保護者の話を聴きながら一
緒に家事・育児の支援をします。

子育て支援ボランティア派遣
（社福）共生会希望の家　☎03-5650-2424
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児童虐待通報電話
�子ども総合センター（子ども家庭支援課）� �
☎03-3602-1389

　近所に気になるお子さんがいる方からの通報や相
談を受け付けます。通報の秘密は守られます。
【受付時間】　月～土曜日／午前8時30分～午後5時

しています。
　 母子保健係　☎03-3602-1387
　母子健康手帳、妊婦健康診査・新生児聴覚検査受診
票の交付、母子医療給付を受け付けています。
　 �子育てひろば・親子カフェ（※）�
☎03-6240-7591

　乳幼児と保護者が安心して交流できる場です。喫
茶コーナーもあります。
【開館時間】　午前8時30分～午後5時
子育てひろば　午前9時～午後5時
親子カフェ　午前10時～午後4時
【休館日】　土・日曜日、祝日、年末年始
（※）は土曜日も開館。

　乳幼児とその保護者が楽しく遊びながら仲間づく
りができる子育てひろば「まるる」があります。小・
中・高校生も遊ぶことができます。
【開館時間】　午前10時～午後6時
【休館日】　日曜日、祝日（5月5日は開館）、年末年始
【交通】　JR・京成金町駅　徒歩10分
京成バス（金61）「東金町三丁目」下車　徒歩2分
東武バスセントラル（金50・52・54）
「葛西神社入口」下車　徒歩4分

金町子どもセンター� wb 225
�子ども家庭支援課　☎03-5699-1224
�相談専用　☎03-5660-0004

東金町小

病院

スーパー

北口
バスロータリー

南口
バスロータリー

JR金町
京成
金町

駐輪場 駐輪場

駐輪場

郵
便
局

(葛西神社入口)

至松戸→

(東金町三丁目)

金町子どもセンター
(東金町3-8-1)

　放課後などに、保護者が仕事や病気などで面倒を
みられない、小学1～6年生のお子さんを保育しま
す。
【保育時間】　下校時～午後6時（土曜日・夏休みなど
は午前8時30分～午後6時）
日曜日、祝日、年末年始を除く
　延長保育を実施しているクラブもあります。
【使用料】　月額4,000円（教材費・おやつ代は別途実
費負担）

学童保育クラブ（193ページ）� wb 222
�放課後支援課　☎03-5654-7613

　さまざまな事情により家族と暮らすことのできな
い子どもを家庭的な環境の中で養育する制度です。
養子縁組里親（養子縁組を目的とした養育）と、養育
家庭（養子縁組を目的とせず、一定期間養育）があり
ます。

里親制度� wb 223
�足立児童相談所　☎03-3854-1181

　就学前のお子さんと保護者の方が、園児たちと楽
しく遊びながら、子育てについての相談などを行え
ます。区立保育園（189ページ）にお問い合わせくだ
さい。

区立保育園ふれあい体験保育� wb 221

　障害のあるお子さんや、発達に心配や不安のある
お子さんを対象に、保育園や幼稚園入園前の集団体
験ができます。南鎌倉保育園（子ども未来プラザ鎌倉
内（189ページ））にお問い合わせください。

交流保育事業「笑みフル」� wb 718

　 子ども家庭係（※）　☎03-3602-1386
　18歳未満のお子さんとその家庭に関する相談を
お受けし、問題解決に向けてお手伝いします。
　 発達相談係　☎03-3602-1388
　就学前のお子さんの発達に関するご相談をお受け

子ども総合センター � wb 224
�子ども家庭支援課� �
青戸4-15-14 健康プラザかつしか内� �
☎03-3602-1386 ☞ 72ページ

子育て支援
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　しあわせサービス（158ページ）

家事援助サービス

　仕事の都合や急な用事などにより、会員が一時的
にお子さん（生後6カ月～小学6年生）の育児に困っ
たときに援助をする、会員制の援助活動です。事前に
会員登録が必要です。
【費用】　1時間800円（1時間経過後30分400円）

かつしかファミリー・サポート・センター� wb 230
�（社福）葛飾区社会福祉協議会� �
☎03-5698-4151 ☞ 158ページ

児童館（192・193ページ）� wb 231
育成課　☎03-5654-8293

　子どもたち（乳幼児は保護者と一緒）が自由に楽し
く遊べる施設です。遊戯室、図書室、工作室などがあ
り、指導員が遊びの指導をします。
【児童館の種類】
地域型児童館
　地域の身近な児童館として、子どもたちの居場所
や遊び場を提供するほか、子育て中の保護者の不安
や悩みを解消する場を提供します。
基幹型児童館
　各地域の中核の児童館として、地域型児童館の機
能に加え、子育ての相談に応じます。乳幼児のための
スペースと相談室を完備しています。
中・高校生対応型児童館
　地域型児童館の機能に加え、中学生・高校生向けの
サービスを提供します。
開館時間
　▷地域型児童館／午前10時～午後6時
　▷基幹型児童館／午前10時～午後6時
　▷中・高校生対応型児童館／午前10時～午後8時
　　（児童会館は日曜日・祝日は午後6時まで）
休館日
　▷新水元・白鳥・渋江／第4日曜日、年末年始
　▷南新宿・小菅／第2日曜日、年末年始
　▷児童会館／原則第１月曜日、年末年始
　▷その他／日曜日、祝日、年末年始

　妊娠期の方から高校生世代までの子どもが利用で
きる総合的な子育て支援施設です。
開館時間：�午前9時～午後8時�

（日曜・祝日は午後6時まで）
休館日：鎌倉／第4日曜日、年末年始

子ども未来プラザ（193ページ）� wb 235
育成課　☎03-5654-8293

　2カ月の赤ちゃんの体重測定・育児相談・参加者の
交流を行います。

2カ月児の会� wb 226
�青戸保健センター　☎03-3602-1284
各保健センター ☞ 68ページ

　多胎児（双子、三つ子）家庭が、お子さんの予防接種
や乳幼児健診などでタクシーを使う際に利用できる
多胎児家庭応援券（こども商品券）24,000円分を交
付しています。
　区内在住で、3歳未満の多胎児を養育する世帯が対
象です。お子さんの誕生月の翌月末に申請方法をご
案内しますので、助産師などの訪問や面接時に申し
込みください。

多胎児家庭移動支援事業� wb 719
�青戸保健センター　☎03-3602-1284

　5カ月の赤ちゃんの離乳食づくりの実演と育児の
話をします。

育児学級� wb 226
青戸保健センター　☎03-3602-1284
各保健センター ☞ 68ページ

　仲間づくりや、知識・情報を交換できる親子の交流
の場として、施設の開放や講座・催しを行っていま
す。子育て中の悩みの相談にも応じます。

子育てひろば（190・191ページ）� wb 229
子育て支援課　☎03-5654-8297

　多胎妊婦の方や、3歳未満の多胎児を養育されてい
るご家庭へ家事サポーターを派遣し、その派遣費用
の一部を補助します。事前に所定の様式による申請
手続きが必要となります。
【費用】　1時間300円（別途家事サポーターの交通費
を負担する場合があります）
【利用上限時間】　
　▷出生前～1歳未満　240時間
　▷1～2歳未満　180時間
　▷2～3歳未満　120時間

多胎児家庭家事サポーター派遣事業� wb 720
�育成課　☎03-5654-8293

125

p119-131_CC2020_出産・子ども・教育.indd   125p119-131_CC2020_出産・子ども・教育.indd   125 2021/10/08   3:35:022021/10/08   3:35:02



▷全て所得制限があります。
▷�マイナンバー制度の情報連携により照会できる場合には、住民票、住民税所得証明書の提出が不要になります。詳しくは
お問い合わせください。
　※マイナンバー制度の情報連携による照会ができない場合は、所得証明書などの提出が必要です。
▷マイナンバー（個人番号）が確認できるものと本人確認書類をお持ちください。

対象世帯 支給額（月額） 手続きに必要なもの

児
童
手
当

中学生以下（15歳に達した日以後の最
初の3月31日まで）の児童を育ててい
る世帯

公務員の方は勤務先で申請してくださ
い。

3歳未満　　　　　15,000円
3歳以上～小学生　10,000円
（第3子以降は15,000円）
中学生　　　　　� 10,000円
＊所得制限以上の方は一律5,000円
＊�高校生以下（18歳に達した日以後の最初
の3月31日まで）のお子さんから第1子と
します。
※�令和4年10月支給分から所得制限が変更さ
れます。詳しくはお問い合わせください。

▷�預金通帳（申請者名義のもの）
▷印鑑
▷�健康保険証（省略できる場合
があります）
場合により、他の提出書類が必
要になることがあります。

児
童
育
成
手
当

育
成
手
当

高校生以下（18歳に達した日以後の最
初の3月31日まで）のお子さんを育て
ている次の世帯
▷父子・母子世帯かこれに準ずる世帯
▷�父または母に身体・精神に重度の障
害があり、常に介護が必要な世帯

お子さん1人につき　13,500円

▷�預金通帳（申請者名義のもの）
▷印鑑
▷�戸籍謄本（申請者とお子さん
のもの）
場合により、他の提出書類が必
要になることがあります。

障
害
手
当

20歳未満の次の障害のあるお子さんを
育てている世帯
▷愛の手帳1～3度程度
▷身体障害者手帳1・2級程度
▷脳性まひ・進行性筋委縮症

お子さん1人につき　15,500円

▷�預金通帳（申請者名義のもの）
▷印鑑
▷�愛の手帳、身体障害者手帳、ま
たは所定の診断書
場合により、他の提出書類が必
要になることがあります。

児
童
扶
養
手
当

高校生以下（18歳に達した日以後の最
初の3月31日まで。（※）政令で定める
程度の障害のある方は20歳未満まで）
のお子さんを育てている次の世帯の
父・母か養育者の方
（※）�心身に中度以上の障害を有する場

合
　（例）�身体障害者手帳1～3級程度
▷父母が離婚した世帯
▷母が婚姻によらないで出産した世帯
▷�父または母が死亡、生死不明、1年以
上拘禁されている世帯
▷�父または母に1年以上遺棄されてい
る世帯
▷�父または母に身体・精神に重度の障
害があり、常に介護が必要な世帯
▷�父または母が裁判所からのDV保護
命令を受けた世帯

所得額により
全部支給のとき　43,160円
一部支給のとき　43,150～10,180円

お子さんが2人のときは支給額に
全部支給のとき　10,190円
一部支給のとき　10,180～5,100円
が加算されます。

お子さんが3人以上のときは1人につき
全部支給のとき　� 6,110円
一部支給のとき　� 6,100～3,060円
が加算されます。

上記の金額は令和3年4月現在のものです。
物価スライドにより変更があります。

▷�預金通帳（申請者名義のもの）
▷印鑑
▷�戸籍謄本（申請者とお子さん
のもの）
▷�外国籍の方の場合、独身証明
書、出生証明書など
場合により、他の提出書類が必
要になることがあります。

特
別
児
童
扶
養
手
当

20歳未満の次のお子さんを育てている
世帯
▷�愛の手帳1・2度をお持ちのお子さん
（3・4度は一部が対象となります）
▷�身体障害者手帳1・2級相当をお持ち
のお子さん（3・4級は一部が対象とな
ります）
▷�身体または精神に重度の障害があ
り、常時介護を必要とする状態のお
子さん
＊�お子さんが障害年金を受けている方
は、受給できません。

障害の程度により
1級のとき、お子さん1人につき　52,500円
2級のとき、お子さん1人につき　34,970円

上記の金額は令和3年4月現在のものです。
物価スライドにより変更があります。

▷�預金通帳（申請者名義のもの）
▷印鑑
▷�戸籍謄本（申請者とお子さん
のもの）
▷�愛の手帳、身体障害者手帳、ま
たは所定の診断書
場合により、他の提出書類が必
要になることがあります。

児童の手当� wb 233
子育て支援課　☎03-5654-8294
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　就職・転職などを考えているひとり親家庭の方に、
生活状況や仕事に関する意向を伺いながら、仕事を
探すための支援をします（予約制）。

就労支援� wb 237
子育て支援課　☎03-5654-8276

　小学3年生までの児童を扶養しているひとり親家庭
の方が、日常生活において家事・育児に支障が生じて
いる場合に一定期間ホームヘルパーを派遣します（生
計中心者の所得に応じ、費用の一部負担があります）。

ホームヘルパーの派遣� wb 238
�（社福）葛飾区社会福祉協議会� �
☎03-5698-3216

都営交通無料乗車券の発行
　手当受給者または同一世帯の方の1人のみ（生活保
護を受給している方は東・西生活課に申請してくだ
さい）。
JR通勤定期乗車券の割引
　JRの通勤定期が3割引になる購入券を発行しま
す。同一世帯の方であれば発行できます。利用する方
は、写真（4cm×3cm）と証書を持参してください。

児童扶養手当を受けている方への交通の補助
子育て支援課　☎03-5654-8298

　母子・父子家庭の親などと高校生（18歳に達した日以
後の最初の3月31日まで。障害のある方は20歳未満）の
お子さんを対象に、ひとり親家庭等医療証を発行します。
　医療機関で受診する際に、医療証と健康保険証を提示
することで、健康保険適用分の自己負担金を助成します。
　本人または同居の扶養義務者の所得額によって、
助成額が異なります。

　120ページ

子ども医療費助成

ひとり親家庭への援助・相談
子育て支援課　☎03-5654-8276

　20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭
の方の経済的な問題やお子さんの修学などの相談を
受けています。資金・給付金については事前相談が必
要です。
母子及び父子福祉資金
　20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家
庭の方の経済的自立を図るため、お子さんの修学な
どに必要な資金を貸し付けます。

ひとり親家庭等医療費助成� wb 234
子育て支援課　☎03-5654-8298

ひとり親家庭の方に

母子及び父子福祉応急小口資金
　ひとり親家庭の方が日常生活において緊急に必要
とする資金を12万円を限度として貸し付けます。
ひとり親家庭自立支援給付金 wb 236
　原則、児童扶養手当を受給しているひとり親家庭
の母または父が就職に有利な資格を取得するための
支援を行います。
母子生活支援施設
　住まいにお困りの18歳未満のお子さんを扶養し
ている母子家庭のために、居室を提供するとともに、
お子さんの養育など生活上の援助を行います。

　児童館や図書館などの施設に、赤ちゃんの駅とし
ておむつ交換用のベッドや授乳スペース、ミルク用
のポットなどを備えています。設備や利用時間は施
設により異なります。
　設置場所は187ページ以降の マークがある施
設をご覧ください。

赤ちゃんの駅� wb 503

　壊れたおもちゃを修理します。ぬいぐるみ状玩具
や電子玩具・ゲームソフトなど修理できない物もあ
ります。
【実施日時】　原則、毎月第4日曜日
10月は産業フェア工業・商業・観光展期間中に実施。
午前10時30分～11時30分、午後1～2時

おもちゃ病院� wb 232
�商工振興課　テクノプラザかつしか内� �
☎03-3838-5587 ☞ 73ページ
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総合教育センター
(旧明石小学校)

至柴又

(鎌倉小学校)

　区内在住の4・5歳児が対象です。毎年11月に翌年
度の入園を受け付けます。

区立幼稚園（191ページ）� wb 241
学務課　☎03-5654-8457

　毎年11月に翌年度の募集を受け付けます。各幼稚
園へお問い合せください。

私立幼稚園（191ページ）� wb 243

　幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域
の子育て支援も行う施設です。
　毎年11月に翌年度の募集を受け付けます。各認定
こども園へお問い合わせください。

認定こども園（教育部分）（191ページ）� wb 243
子育て支援課　☎03-5654-8266

　幼児教育・保育の無償化に伴い、私立幼稚園または
認定こども園（教育部分）に通う満3～5歳児クラスま
で（3歳の誕生日の前日から就学前まで）の園児を対
象に、保護者が園に支払う費用の一部を補助します。
補助金の対象になるには、認定の手続きが必要です。
　子ども・子育て支援新制度に移行している園と従
来型の園とで補助の仕組みが異なります。詳しくは
お問い合せください。

私立幼稚園等園児の保護者への補助金� wb 243
子育て支援課　☎03-5654-8266

　4月に入学する新小学1年生の保護者あてに、入学
する前年の10月に通学区域校を指定校とした就学
通知書と就学時健康診断通知書を郵送します。
　なお、指定校変更申請をすることで、通学区域以外
の小学校を希望することができます。詳しくはお問
い合わせください。
　また、葛飾教育の日（原則、第2土曜日）などに学校
公開を実施しています。

小学校（191・192ページ）� wb 245
学務課　☎03-5654-8457

　4月に入学する新中学1年生の保護者あてに、入学
する前年の10月に通学区域校を指定校とした就学
通知書を小学校を通じてお渡しします。区外の小学
校に通学している方には郵送します。
　なお、指定校変更申請をすることで、通学区域以外
の中学校を希望することができます。詳しくはお問
い合わせください。
　また、葛飾教育の日（原則、第2土曜日）などに学校
公開を実施しています。

中学校（192ページ）� wb 246
�学務課　☎03-5654-8457

　葛飾区へ引っ越してきた場合は、区民事務所か戸
籍住民課へ転入届を出すときに、前の学校で発行さ
れた在学証明書と教科用図書給与証明書を提示して
ください。入学通知書をお渡しします。
　転出する方は、在学校で転校の手続きをしてください。

転校の手続き� wb 247
学務課　☎03-5654-8457

　教育相談や就学相談、適応指導教室（ふれあいス
クール明石）、にほんごステップアップ教室などを実
施しています。
教育・いじめ相談
子どもの教育全般に関すること、いじめに関すること
☎03-5668-7603
月～金曜日／午前9時～午後5時（来所は要予約）
【交通】
京成高砂駅　徒歩12分
京成バス（小55）「鎌倉小学校」下車　徒歩10分

総合教育センター� wb 240
鎌倉2-12-1　☎03-5668-7601（代表）

学校
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　区内在住で、公立の小・中学校に通っている方に、
ご家庭の事情に応じて、学用品や学校給食などの費
用の一部を援助します。

就学援助� wb 250
学務課　☎03-5654-8457

多子世帯の給食費補助制度� wb 721
�学務課　☎03-5654-8461

　中学生以下のお子さんが3人以上で、区立学校に在
籍しているお子さんが1人以上いる世帯を対象に、3
人目以降のお子さんの人数に応じて、給食費の補助
をしています。
　対象の世帯には申請書を送付しています。

奨学金制度

　 教育総務課　☎03-5654-8447
　高等学校・高等専門学校または専修学校高等課程
に入学を希望または在学する方に、在学中の学費な
どの資金を無利子で貸し付けし、卒業後に返済して
いただく制度です。毎年10月頃に募集します。区内
に6カ月以上お住まいで、経済的に修学が困難な方が
対象です。
　貸付額など詳しくはお問い合わせください。
教育支援資金
　 �（社福）葛飾区社会福祉協議会�
☎03-5698-2457

　高等学校、専修学校（高等課程・専門課程）・高等専門
学校、短期大学、大学に入学または在学する方を対象と
した無利子の貸付制度です。入学金と学費の貸し付け
があります。条件など詳しくはお問い合わせください。
受験生チャレンジ支援貸付
　 �（社福）葛飾区社会福祉協議会�
☎03-5671-5175

　一定所得以下の世帯の受験生（中学3年生、高校3
年生など）の学習塾などの受験費用を無利子で貸し
付けします。入学した場合、申請により返済が免除さ
れます。条件など詳しくはお問い合わせください。

葛飾区奨学資金 wb 248

東京都育英資金
　 （公財）東京都私学財団　☎03-5206-7929
　都内在住で、高等学校、高等専門学校、専修学校（高
等・専門課程）に在学する方を対象とした無利子の貸
付制度です。高等専門学校、専修学校（専門課程）は、
都内校に限ります。進学前にあらかじめ採用候補者
として登録しておく予約募集（高等専門学校不可）と
入学してから申し込む一般募集があります。予約募
集の締切は毎年9月初旬です。貸付額など詳しくはお
問い合わせください。
日本学生支援機構の奨学金
　 （独）日本学生支援機構
　大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校
（専門課程）に入学、または在学する方が対象です。
　詳しくは、在学する学校の奨学金担当窓口に直接
お問い合わせください。

私立学校入学支度金
（公財）東京都私学財団　☎03-5206-7928

　入学支度金制度のある都内の私立高等学校・私立
高等専門学校・高等課程3年制の私立専修学校・私立
特別支援学校（高等部）・私立中等教育学校後期課程
に入学する生徒の保護者に、入学時に必要な費用の
うち25万円（一律）を無利息でお貸しします。

　都内在住で、私立高等学校（全日制・定時制・都認可
通信制）、私立高等専門学校（1～3年生）、私立特別支
援学校高等部、私立専修学校高等課程、私立中等教育
学校後期課程に在学する生徒の保護者に授業料の一
部を助成します（所得制限あり）。申請書は、在学する
学校で配布されます。

私立高等学校などの授業料軽減助成
（公財）東京都私学財団　☎03-5206-7925

　区内在住で、私立の高等学校、高等専門学校、専修
学校（高等課程・専門課程）、不登校生徒を対象とする
中学校、短期大学、大学へ入学する方と同居している
保護者に、入学時に必要な資金の融資を金融機関に
あっせんします。
　毎年10月ごろ募集します。内容・申込資格など、詳
しくはお問い合わせください。

私立高校・大学など入学資金
融資あっせん� wb 253
�教育総務課　☎03-5654-8447

　転入届を出した後、ご相談ください。

外国から帰国した方� wb 247
学務課　☎03-5654-8457
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　高等学校を卒業していないなどのために、大学・短
期大学・専門学校を受験できない方に対し、高等学校
卒業者と同等以上の学力を認定する試験です。

高等学校卒業程度認定試験
�文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課� �
☎03-5253-4111

区内の都立定時制（夜間）高等学校
　昼間働いて夜間学ぼうとする方は、年齢に制限な
く入学できます。

都立通信制高等学校
　高校進学を希望しながら、さまざまな理由で毎日
学校へ通うことができない人のために設けられた課
程で、本科に入学すれば最短3年で卒業できます。

学校名 所在地 電話番号
南葛飾高等学校 立石6-4-1 03-3691-8476
葛飾商業高等学校 新宿3-14-1 03-3607-5178
農産高等学校 西亀有1-28-1 03-3602-2865
本所工業高等学校 南水元4-21-1 03-3607-4500

学校名 所在地 電話番号
一橋高等学校通信制 千代田区東神田1-12-13 03-3865-6536
新宿山吹高等学校

通信制 新宿区山吹町81 03-5261-9771

砂川高等学校通信制 立川市泉町935-4 042-537-4611

定時制・通信制高校
東京都教育相談センター　☎03-3360-4175

　不登校の状態にある小学4年生～中学3年生の児童・生
徒を対象に、個々に応じた適応指導を行います。初めての
方は☎03-5668-7601（代表）へお問い合わせください。

ふれあいスクール明石� wb 240
�総合教育センター　☎03-5668-7605

都立特別支援学校
（盲・ろう・特別支援学校）
�総合教育センター　☎03-5668-7604

　近隣の学校は192ページをご覧ください。

　中学校卒業程度の学力を認定する試験です。合格
すると高等学校の受験資格が得られます。

中学校卒業程度認定試験
�文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課� �
☎03-5253-4111
東京都教育庁義務教育課
　☎03-5320-6752

　心や体に障害および発達の遅れがあるお子さん
が、お子さんの課題に対応した教育を受けられます。
知的障害のお子さんのための学級がある学校
（小学校）�梅田・奥戸・二上・亀青・柴又・水元・こすげ・

東金町・白鳥（令和4年4月開設）
（中学校）新宿・奥戸・綾瀬・上平井・四ツ木・葛美・青戸
病弱なお子さんのための学級がある学校
（小学校）�青戸・東京慈恵会医科大学葛飾医療センター

内にある病院内の学級
（区立の特別支援学校）
� 保田しおさい（上記「区立保田しおさい学校」参照）
難聴のお子さんのための学級がある学校
（小学校）青戸　（中学校）青戸
弱視のお子さんのための学級がある学校
（小学校）住吉　（中学校）立石
ことばに課題があるお子さんのための学級がある学校
（小学校）本田
自閉症・情緒障害のあるお子さんのための学級がある学校
（小学校）高砂・清和（令和4年4月開設）
（中学校）高砂・立石（令和4年4月開設）
自閉症傾向や情緒障害のあるお子さんのための教室がある学校
　全ての小・中学校に自閉症スペクトラム、情緒障
害、注意欠陥多動性障害、学習障害など発達障害のあ
るお子さんのための教室を設置しています。

特別支援学級のある学校� wb 259
総合教育センター　☎03-5668-7604

【所在地】　�千葉県安房郡鋸南町大六180-2�
☎0470-55-1110

　ぜんそく・肥満・虚弱などの小学3年生以上のお子
さんが、良い環境で健康増進を図りながら、小学校の
教育課程を学習できる全寮制の区立の特別支援学校
です。

区立保田しおさい学校� wb 259
総合教育センター　☎03-5668-7604

双葉中学校夜間学級� wb 262
学務課　☎03-5654-8457

【所在地】　お花茶屋1-10-1　☎03-3602-7979
　都内在住か在勤の15歳以上で、中学校を卒業して
いない、または実質的に十分な教育を受けられない
まま中学校を卒業した方のうち、改めて中学校で学
び直すことを希望する方が対象です。
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外国籍の方の就学� wb 722
学務課　☎03-5654-8457

　区立小・中学校に入学を希望する方は、ご相談くだ
さい。

日本語学級
総合教育センター　☎03-5668-7601

　区立小・中学校に通う日本語を母語としない児童・
生徒が、原則2年間、授業に必要な日本語の指導を受
ける学級です。
▷新小岩中学校 西新小岩2-1-2�☎03-3695-2541
▷松上小学校　 西新小岩2-1-1�☎03-3692-8431
▷中之台小学校 亀有5-2-1� ☎03-3605-7353
▷亀有中学校　 亀有1-23-1� ☎03-3690-4567

　外国籍（外国籍と日本国籍の両方を持つ場合を含
む）の方で、外国人学校に通っている義務教育相当年
齢のお子さんの保護者に、授業料の一部を補助しま
す。

外国人学校児童・生徒の授業料補助� wb 264
地域振興課　☎03-5654-8231

　区立小・中学校に通う日本語を母語としない来日
直後などの児童・生徒が、原則4カ月間、学校生活で必
要な日本語の基礎や生活習慣を学ぶ教室です。

にほんごステップアップ教室
総合教育センター　☎03-5668-7601

　小・中学校学区域から選出された委員が、地域や学
校と連携し、青少年の健全育成を目的に幅広く活動
しています。

青少年委員� wb 265
地域教育課　☎03-5654-8482

わくわくチャレンジ広場� wb 261
地域教育課　☎03-5654-8485

　小学生が、放課後などに空き教室や体育館・校庭な
どで、地域の方々の見守りの中、安全かつ安心して自
由に遊び、学ぶことができる場所です（登録制）。
　実施日時や対象学年は、学校ごとに異なります。ま
た、子どもたちの見守りをしていただく地域の方（児
童指導サポーター）も募集しています。詳しくはお問
い合わせください。

わくわくチャレンジ広場活動の様子
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生涯学習

学習・文化・スポーツ・余暇

　「葛飾に住む誰もが、いつまでもふるさとに誇りを
持ち、愛し続けて欲しい」との願いから生まれまし
た。学校の郷土学習で活用するとともに、一般の方に
販売しています（1セット550円）。
【販売場所】
▷区政情報コーナー（区役所3階304番）
▷郷土と天文の博物館（白鳥3-25-1）
▷柴又観光案内所（柴又7-1-5）
▷伝統産業館（立石7-3-16）
▷�中央図書館（金町6-2-1ヴィナシス金町ブライト
コート3階）
▷シニア活動支援センター（立石6-38-11）　他

かつしか郷土かるた wb 723
生涯学習課　☎03-5654-8474

　障害があり、区が行う講座などへの参加が困難な
方へ学びの機会を提供するために、講師を派遣し、講
師謝礼を支援します。
　講師の紹介などの相談にも応じます。

出前教室
生涯学習課　☎03-5654-8476

　個人での学習や団体・サークルで学習会を行いた
い方に、さまざまな分野の区民講師を紹介します。
　講師・指導者の登録も行っています。

生涯学習人材バンク� wb 272
生涯学習課　☎03-5654-8512

　区内で活動する団体・サークルが行う自主的な学
習会などの、講師謝礼を援助する制度です。講師の紹
介や、学習会の企画などのご相談にも応じます。

生涯学習援助制度
生涯学習課　☎03-5654-8512

　「こんな事を学びたいが、どうしたら良いか分からな
い」「講師を探している」「サークルの運営で困っている」
「会員を増やしたい」などのご相談や、会員募集をしてい
る団体・サークルの情報など、学習情報の提供をします。

学習相談・学習情報の提供
生涯学習課　☎03-5654-8479

　かつしか区民大学は、「一人ひとりが輝く学びと交
流によるひとづくり、まちづくり」の実現のために、
区民の学びの場として、年間100講座程度を開催し
ています。
　開催する講座は「広報かつしか」やメールマガジン
などでお知らせします。
学習単位認定制度
　2時間程度の講座を1単位として、受講証にスタン
プを押します。取得単位に応じ、お申し出により「認
定証」を発行します。
▷� 30単位　グッドチャレンジ賞
▷100単位　かつしか区民学士
▷150単位　かつしか区民修士
▷200単位　かつしか区民博士
▷300単位　かつしかアカデミック賞

かつしか区民大学� wb 269
生涯学習課　☎03-5654-8475

文化

　1,318席のモーツァルトホールと298席のアイリ
スホールを中心に、ギャラリー（展示室）・会議室・練
習室・レクリエーションルーム・レストランなどがあ
ります。

立石6-33-1　☎03-5670-2222
【チケット専用】
　☎03-5670-2233（午前10時～午後7時）

かつしかシンフォニーヒルズ
（文化会館）� wb 274
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【受付期間】
　表にない施設についてはお問い合わせください。

施設名 受付期間

本
　
館

モーツァルトホール
（楽屋・リハーサル室を含む）

文化・芸術目的
の利用

18カ月前（抽選は19カ月前）の
月の初日から利用当日まで

アイリスホール
（楽屋を含む）

文化・芸術目的
の利用

12カ月前（抽選は13カ月前）の
月の初日から利用当日まで

ギャラリー1・2 12カ月前（抽選は13カ月前）の
月の初日から利用当日まで

別
館

会議室・レクリエーションルーム・
ビジュアルルーム・アトリエ

6カ月前（抽選は7カ月前）の月
の初日から利用当日まで

　ホールは文化・芸術目的外の利用も可能です。
　催し物に関連してほかの施設を利用する場合は、上記受
付期間に限らず同時に申し込みできます。催し物の内容に
よっては、事前の準備が必要なことから、利用当日の申し
込みができない場合があります。
【利用料金】
　表にない施設についてはお問い合わせください。
� （単位：円）

� 区分

施設名

午前 午後 夜間 全日
午前9時
～正午

午後1～
5時

午後6～
10時

午前9時～
午後10時

モーツァル
トホール

平日 60,000 120,000 150,000 300,000
土・日・祝 72,000 144,000 180,000 360,000

アイリス
ホール

平日 13,000 � 26,000 � 33,000 � 65,000
土・日・祝 15,600 � 31,200 � 39,000 � 78,000

ギャラリー1（172.3㎡） ― ― ― � 12,000
ギャラリー2（92㎡） ― ― ― � � 6,400

コンチェルト（定員68人） � 2,900 � � 5,800 � � 7,400 � 14,700
レインボー（定員150人） � 6,000 � 12,000 � 15,000 � 30,000

　シンフォニーヒルズのギャラリー（展示室）・ビジュアル
ルーム（視聴覚室）・レクリエーションルーム・会議室を物
品等の販売または営業の目的で利用する場合の利用料金
は規定料金の200％相当額となります。やむを得ない事由
により規定の時間を超過する場合、または開館時間以外に
利用する場合は、別途規定料金がかかります。

至京成
　高砂

かつしか
シンフォニーヒルズ

至四ツ木

水戸街道 区
役
所

至堀切　菖蒲園 京成本線

お花茶屋駅

京成立石駅

京
成
押
上
線

青
砥
駅

（文化会館
かつしかシンフォニー
ヒルズ）

【休館日】　年末年始
【利用方法】
▷抽選申込
　受付期間の1日から10日までに、ホームページま
たは抽選専用往復ハガキにより申し込みください。
▷随時申込
　抽選受付期間の翌月の1日から、ホームページ、電
話、窓口で予約できます。
　利用料金など、詳しくはお問い合わせください。
【ホームページ】　https://www.k-mil.gr.jp
【交通】　�青砥駅 徒歩5分 京成立石駅 徒歩7分
京成バス（新小53）・京成タウンバス（新小52乙・有
70）「文化会館かつしかシンフォニーヒルズ」下車
有料駐車場あり。

施設名 受付期間
ホール（楽屋・リハーサ

ル室を含む）
文化・芸術目的
の利用

12カ月前（抽選は13カ月前）
の月の初日から利用当日まで

会議室 6カ月前の月の初日から
利用当日まで

　ホールは文化・芸術目的外の利用も可能です。リハーサ
ル室については、お問い合わせください。
【利用料金】
　表にない施設についてはお問い合わせください。
� （単位：円）

　広い舞台、音響効果の高い設備、観やすい客席など
の特徴を持った610席の中規模ホールです。
　利用方法については左記「かつしかシンフォニー
ヒルズ」をご覧ください。
【休館日】　年末年始
【交通】　亀有駅南口徒歩1分。有料駐車場あり。
【受付期間】

� 区分

施設名

午前 午後 夜間 全日
午前9時
～正午

午後1～
5時

午後6～
10時

午前9時～
午後10時

ホール
平日 20,000 40,000 50,000 100,000

土・日・祝 24,000 48,000 60,000 120,000
会議室（定員12人） 300（1時間単位）

亀有3-26-1　リリオ館 8・9階
　☎03-5680-2222
【チケット専用】
　☎03-5680-3333（午前10時～午後7時）

かめありリリオホール
（亀有文化ホール）� wb 275

【利用時間】　午前9時～午後9時
【休館日・休場日】　毎月第4水曜日
【個人利用】
　体育館は、種目ごとに個人利用日時があります。

スポーツ

奥戸7-17-1　生涯スポーツ課
　☎03-3691-7111

奥戸総合スポーツセンター
体育館・陸上競技場�
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施　設 概　要

大体育室
2,000㎡　バスケットボール2面、バドミントン12
面、バレーボール3面、卓球32台、ソフトテニス3面、ハ
ンドボール2面、フットサル2面

小体育室 750㎡　バスケットボール1面、バドミントン4面、バ
レーボール（練習用）2面、卓球12台、ソフトテニス1面

第1武道場 112畳　柔道、合気道など
第2武道場 300㎡　剣道、空手道など
弓道場 720㎡　6射立　矢道距離　28m
アーチェリー場 910㎡ 14射立　矢道距離　50m

エアライフル場 165㎡　6射立　標的距離　10m
（火）（金）はビームライフル

トレーニング
ルーム 510㎡　マシントレーニングなど

ランニング走路 1周約110mのウォーミングアップ走路
第1会議室 98㎡　定員63人
第2会議室 70㎡　定員45人
第3会議室 27畳　定員36人

陸上競技場 トラック1周400m　オールウェザートラックフィー
ルド（人工芝）　サッカー105×68m

(奥戸三丁目)
奥戸街道

陸上競技場
(スポーツセンター)

体育館

奥戸小学校
奥戸橋

(奥戸運動場)
エイトホール
温水プール

野球場
テニスコート

少年
野球場

環
状
七
号
線

本奥戸橋

青
砥
駅

青
砥
橋

至
青
戸

新
中
川

三和
橋

細田
橋

中
川

京成
立石
駅 奥戸総合スポーツセンター

至
葛
西

（北沼公園）

【個人利用料金】
高校生相当以上トレーニングルーム300
円、その他は施設により400円または500円、小・中
学生100円
　団体利用料金は体育施設指定管理者ホームページ
をご覧いただくか、登録受付場所（136ページ参照）
にお問い合わせください。
【その他】
　フィットネススタジオなどで実施している事業に
ついてはお問い合わせください。

体育館 wb 277

【施設内容】
▷�トラック（全天候型）1周400m、8コース
▷�フィールド（人工芝）走り幅跳び、三段跳び、走り高
跳び、砲丸投げ、サッカー

【個人利用料金】
高校生相当以上300円、小・中学生100円（2時間以
内）
　団体利用料金は体育施設指定管理者ホームページ
をご覧いただくか、登録受付場所（136ページ参照）
にお問い合わせください。
【休場日】　毎月第4水曜日

陸上競技場 wb 450

【団体利用】
　詳しくは登録受付場所（136ページ参照）までお問
い合わせください。
【交通】
青砥駅�徒歩15分
京成タウンバス（新小58）、京成バス・京成タウンバス（新
金01（土休日のみ））　「スポーツセンター」下車
京成バス（新小53）「奥戸三丁目」下車　徒歩5分
京成バス・京成タウンバス（細02）「北沼公園」　下車　
徒歩3分
有料駐車場あり。
【施設概要】

【休館日】　毎月第3水曜日（7・8月は無休）
【申し込み】
▷貸切利用　136ページをご覧ください。
▷個人利用　当日利用券を購入してください。
【利用時間】
▷屋内プール（通年）午前9時～午後9時
▷屋外プール（7月1日～9月中旬）
　午前9時～午後6時30分
　利用は、入場してから2時間以内です。2時間を過
ぎた場合は、超過料金をいただきます。午後6時30分

高砂1-2-1　☎03-3695-9911

奥戸総合スポーツセンター
温水プール館� wb 278
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施　設 概　要

温水プール
開設期間　通年

一般用プール（公認）縦25m×横19m（9コー
ス）、水深1.2～1.5m　初心者用プール15m×
6m、水深0.9m

屋外プール
開設期間　7月1日
～9月中旬

流水プール1周57.4m、水深1m、親水プール直
径8m、水深0.3～0.35m

エイトホール
面積744㎡、放送設備あり
【用途】集会・スポーツ【種目】剣道・空手・ダン
ス・卓球・バドミントン・バレーボール・バウン
ドテニス・インディアカ・相撲など

第1会議室 面積124㎡、定員108人（3人×36机）、スクリー
ンあり

第2会議室 面積34㎡、定員24人（3人×8列）、スクリーン
あり

野球場・少年野球
場・テニスコート

137ページ「運動場・プール・テニスコートな
ど」をご覧ください。

【施設概要】

【交通】　青砥駅　徒歩15分
京成タウンバス（新小58）・京成バス（SS08）　「奥戸
運動場」下車　徒歩3分
京成タウンバス（小54）　「稲荷神社」下車　徒歩5分
京成バス・京成タウンバス（新金01（土休日のみ））
（細02）　「奥戸小学校」下車　徒歩4分
有料駐車場あり。

　メインアリーナ（1,561㎡。バレーボール、バス
ケットボール、バドミントン、卓球などに利用できま
す）、サブアリーナ（757㎡。バレーボール、バスケッ
トボール、バドミントン、卓球などに利用できます）、
第一武道場（281㎡。畳敷き）、第二武道場（309㎡。板
の間）、トレーニングルーム、会議室など
　温水プールは、1年中利用できます。
【利用時間】　午前9時～午後9時
【休館日】　毎月第2水曜日（7・8月は無休）
【個人利用】　体育館は種目ごとに個人利用日時があ
ります。詳しくはお問い合わせください。
【団体利用】　136ページをご覧ください。
【交通】
東武バスセントラル（有36・綾37）　「水元総合ス
ポーツセンター」下車
京成バス（金62）　「水元総合スポーツセンター入
口」下車　徒歩3分
東武バスセントラル（有26・27）　「水元特別支援学
校前」下車　徒歩5分
有料駐車場あり。

水元総合スポーツセンター体育館� �
水元1-23-1　☎03-3609-8182

青
砥
駅

京成
立石
駅 本奥戸橋

奥戸橋

少年
野球場

野球場

奥戸総合スポーツセンター
　温水プール

テニスコート

（奥戸運動場）

三和
橋

細田
橋

エイトホール

体育館
奥戸総合スポーツセンター

陸上競技場
（スポーツセンター）

奥戸小学校

（奥戸小学校）
新
中
川

環
状
七
号
線

中
川

青砥橋

（稲荷神社）

以降の中学生以下の方のご利用は、保護者（高校生相
当以上）の同伴（水着着用）が必要です。水泳帽子と水
着をご持参ください。
【個人利用料金】
▷プール
高校生相当以上300円、小・中学生100円、幼児無料
　3歳以上でおむつがとれているお子さんは利用で
きます。
▷エイトホール
高校生相当以上300円、小・中学生100円
　団体利用料金は体育施設指定管理者ホームページ
をご覧になるか、登録受付場所（136ページ）にお問
い合わせください。

中
川 葛飾清掃工場

(水元総合スポーツセンター入口)
(水元総合スポーツセンター)

都
立

水
元
公
園

水元学び交流館

水元総合スポーツ
センター体育館

ポニースクール
　　　かつしか

(水元特別支援学校前)
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【施設概要】
施　設 概　要

メインアリーナ

サブアリーナ

1,561㎡

� �757㎡

�バスケットボール、バドミントン、バレー
ボール、卓球、ソフトテニス
�フットサル、ハンドボールなど� �
観客席960席（車椅子スペース15席）

第一武道場
第二武道場

� �281㎡
� �309㎡

�畳敷き　柔道、合気道など
板床　剣道、空手道など

フィットネス
スタジオ � �182㎡ ダンス、ヨガ、健康体操など

トレーニング
ルーム � �428㎡ マシントレーニングなど

第1会議室
第2会議室

� � �88㎡
� � �94㎡ 両部屋をつなげて利用できます。

地域交流ホールA
地域交流ホールB
地域交流ホールC

� � �89㎡
� �100㎡
� � �74㎡

隣接する複数の部屋をつなげて利用でき
ます。

多目的広場 115m×84m（人工芝）　サッカー、フットサル、少年
軟式野球、ラグビー、グラウンドゴルフなど

テニスコート 2面 砂入り人工芝

【個人利用料金】
▷トレーニングルーム　
高校生相当以上300円（1回2時間以内）
　団体利用料金は、体育施設指定管理者ホームペー
ジをご覧いただくか、登録受付場所にお問い合わせ
ください。

　水泳帽子と水着をご持参ください。
▷一般用プール
規格25ｍ×17ｍ（公認）8コース、水深1.35ｍ
▷歩行プール
規格15ｍ×8ｍ、水深1.0ｍ
▷幼児用プール
規格8ｍ×8ｍ（変形）、水深55cm
　3歳以上でおむつがとれているお子さんは利用で
きます。
【利用時間】
　利用は、入場してから2時間以内です。2時間を過
ぎた場合は超過料金をいただきます。午後6時30分
以降の中学生以下の方のご利用は、保護者（高校生相
当以上）の同伴（水着着用）が必要です。
▷個人利用（通年・フリー入場制）
　午前9時～午後9時
▷団体利用
　7月中旬～9月上旬と、土・日曜日、祝日の団体利用
はできません。
【個人利用料金】
高校生相当以上300円、小・中学生100円、幼児無料
　団体利用料金は、体育施設指定管理者ホームペー
ジをご覧いただくか、登録受付場所にお問い合わせ
ください。

温水プール wb 626

体育館 wb 625 東金町運動場スポーツクライミングセンター
東金町8-31-1　☎070-3320-1561

　スポーツ施設を団体・貸切利用する場合には、窓口
での事前登録が必要です。
　登録方法や利用方法など、詳しくは区ホームペー
ジをご覧いただくか、登録受付場所にお問い合わせ
ください。
▷区ホームページ
https://www.city.katsushika.lg.jp/
▷体育施設指定管理者ホームページ
http://www.spo-katsushika.esforta.jp/
登録受付場所
　 �奥戸総合スポーツセンター体育館　奥戸7-17-1��

☎03-3691-7111
　 �奥戸総合スポーツセンター温水プール館� �
高砂1-2-1　☎03-3695-9911

　 �水元総合スポーツセンター体育館� �
水元1-23-1　☎03-3609-8182

　 �東金町運動場スポーツクライミングセンター� �
東金町8-31-1　☎070-3320-1561

スポーツ施設の団体・貸切利用� wb 207
生涯スポーツ課　☎03-3691-7111

　スポーツクライミング（※）の3種目（リード、ス
ピード、ボルダリング）を兼ね備えたクライミング施
設です。
※�人工的に作った壁を「ホールド」と呼ばれる突起物
をつかんで登る競技

【利用時間】　午前9時～午後9時
【休館日】　第2水曜日
【個人利用料】

1人1回2時間以内 高校生以上 小・中学生
ボルダリングウォール 400円 80円
リードウォール 400円 80円
スピードウォール 400円 80円
レンタルシューズ 100円 100円

【交通】
東武バス（金50）　「東金町運動場入口」下車　3分
東武バス（金52・金54）　「高須」下車　5分

リードウォール ボルダリングウォール
（屋内）

スピードウォール

136 がついている施設は区ホームページで施設内を360度見渡せる画像を見ることができます。
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　利用方法は136ページをご覧ください。
名　称 所在地 主要施設 規模（面） 利用料金 休館・休場日 利用時間 備　考

荒川小菅野球場 小菅1-15-1先 野球場 2

2時間以内
1,200円
（少年野球場・少年
ソフトボール場・
少年硬式野球場は
無料）

第1（水）

▷4～9月
　�午前6時～午後6時（少年野球
場・少年ソフトボール場・少
年硬式野球場は午前8時～午
後6時）
▷10～3月
　午前8時～午後4時

荒川小菅少年野球場 〃 少年野球場 1
荒川小菅球技場 小菅1-33-1先 球技場 2
堀切橋フットサル場 小菅1-1-1先 フットサル場 2
堀切橋少年硬式野球場 〃 少年硬式野球場 1
堀切橋少年野球場 堀切1-12-1先 少年野球場 4
堀切橋少年ソフトボール場 〃 少年ソフトボール場 1
四つ木橋球技場 堀切1-1-1先 球技場 1

第4（水）
四つ木橋野球場 四つ木3-1-1先 野球場 6
木根川橋球技場 東四つ木3-2-11先 球技場 1
木根川橋野球場 東四つ木3-23-1先 野球場 1
木根川橋少年野球場 東四つ木1-6-1先 少年野球場 2
柴又野球場 柴又7-17-13先 野球場 4

第2（水）

柴又少年野球場 柴又5-40-13先 少年野球場 3
第2柴又野球場 〃 野球場 5
柴又球技場 柴又6-35-8先 球技場 1
柴又ソフトボール場 金町浄水場1-1先 ソフトボール場 1
柴又少年ソフトボール場 〃 少年ソフトボール場 1

奥戸総合スポーツセン
ター温水プール館

高砂1-2-1
（少年野球場は
高砂1-1-1）
☎03-3695-9911

野球場 1 2時間以内
3,000円

第3（水）
（7・8月は無
休）

【野球場】
▷4～12月
　午前8時～午後8時30分
▷1～3月
　午前8時～午後4時
【少年野球場】
▷4～9月 午前8時～午後6時
▷10～3月 午前8時～午後4時
【テニスコート】
通年　午前8時～
午後8時30分

ナイターの利
用料金は、照
明設備利用料
を含みます。

少年野球場 1 無料

テニスコート 3 2時間以内
1,200円

ナイター 野球1
テニス3

2時間以内
野球場11,100円
テニスコート
2,300円

水元総合スポーツセン
ター

水元1-23-1
☎03-3609-8182

多目的広場
1�

半面利用
可

2時間以内
3,600円 第2（水）

午前9時～午後9時

照明設備は、
別料金です。

テニスコート 2 2時間以内
1,200円 第2（水） ナイターの利

用料金は、照
明設備利用料
を含みます。ナイター テニス2 2時間以内

2,300円 第2（水）

東金町運動場

東金町8-31-1
☎070-3320-1561

スポーツクライ
ミングセンター

【個人】2時間以内
400円
（小・中学生80円）
【貸切】2時間以内
ボルダリング
4,800円
リード・スピード
3,600円

第2（水） 午前9時～午後9時

東金町8-27-1
☎03-3600-6576

多目的広場 1
半面利用可

3時間以内5,400円
午後4時30分～
2時間30分以内
4,500円

第2（水）

午前7時30分～
午後9時30分

照明設備は、
別料金です。

テニスコート 6
2時間以内
1,200円
（少年野球場は無
料）

▷4～9月
　午前8時～午後6時
▷10～3月
　午前8時～午後4時

少年野球場 1

小菅東スポーツ公園
テニスコート

小菅3-1-1
☎03-3690-0988 テニスコート 5 第1（水）

小菅西公園フットサル場 小菅1-2-1
☎03-3602-3503

フットサル場 2 2時間以内
2,600円

第4（水） 午前8時～午後10時30分
ナイターの利
用料金は、照
明設備利用料
を含みます。ナイター フットサル場

2
2時間以内
3,700円

奥戸総合スポーツセンター体育館　☎03-3691-7111
運動場・プール・テニスコートなど

137
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名　称 所在地 主要施設 規模（面） 利用料金 休館・休場日 利用時間 備　考

上千葉公園運動場 東堀切3-25-1
☎03-3603-1720

テニスコート 3 2時間以内
1,200円 第1（水） 【テニスコート】

▷4～9月
　午前8時～午後8時30分
▷10月
　午前8時～午後4時、
　午後6時30分～8時30分
▷11～3月
　午前8時～午後4時
【テニスコートナイター】
午後8時30分まで
第1（水）休場
【少年ソフトボール場・少年球技場】
通年　午前8時～午後4時

ナイターの利
用料金は、照
明設備利用料
を含みます。

ナイター テニス3 2時間以内
2,300円

4～10月のみ
開場
第1（水）

少年ソフトボール場 2

無料 第1（水）

少年球技場 1

渋江公園
テニスコート

東立石3-3-1
☎03-3697-6677

テニスコート 6 2時間以内
1,200円

第4（水） 通年　午前8時～午後8時30分
ナイター テニス6 2時間以内

2,300円

金町公園プール
柴又3-24-1
☎03-3607-1884
（開設期間中のみ）

▷一般用
　25m×11m

▷幼児用
　ひょうたん型（100㎡）

【個人】
2時間240円（小・
中学生40円）
【貸切】
▷�一般用� �
1回2時間以内� �
16,900円
▷�幼児用� �
2時間以内� �
3,300円

7月中旬～8
月31日
のみ開設
（期間中は無
休）

午前9時30分～午後7時
貸切利用は、月～金曜日の午前
中のみ（2時間の入替制）

貸切利用は、7
月1日から使
用日の14日前
までにお申し
込 み く だ さ
い。

葛飾にいじゅくみらい
公園運動場

新宿6-3-20
☎03-3600-8072

多目的広場
1

半面利用
可

2時間以内
3,600円
午後6時～
3時間以内
5,400円

第3（水） 午前8時～午後9時

照明設備は、
別料金です。

テニスコート 3 2時間以内
1,200円

ナイターの利
用料金は、照
明設備利用料
を含みます。ナイター テニス3

2時間以内
2,300円
午後6時～
3時間以内
3,450円

▷木根川橋駐車広場（東四つ木3-23-1先）
▷堀切橋駐車広場（堀切2-8-2先）
▷第二柴又駐車広場（柴又5-40-13先）
【開設日時】
土・日曜日、祝日
4～9月　午前5時30分～午後6時30分
10～3月　午前7時30分～午後4時30分
【利用料金】
普通車　1回500円

　荷物預かりや着替えなどができるランニングス
テーションサービスを、公衆浴場（14カ所）と区内体
育施設で実施しています。
　区内に8つのモデルコースを設定しています。コー
スマップは各ランニングステーションで配布してい
ます。

　スポーツ・文化活動に、小・中学校の校庭・体育館な
どの施設をご利用いただけます。
登録団体使用（毎月定期的な継続使用）
【団体登録の主な要件】
▷�構成員が5人以上で、うち過半数が区内在住・在勤・
在学であること
▷�責任者と緊急連絡者2人が区内在住の成人であること��
その他、利用目的による制限があります。

【開放日時】
▷体育館・ミーティングルームなど
　土・日曜日、祝日　午前9時～午後9時30分
　月～金曜日　午後6時～9時30分
▷校庭
　土・日曜日、祝日　�午前9時～午後5時（3月、4～10月）�

午前9時～午後4時（11月～2月）
▷旧学校施設
　午前9時～午後9時30分（旧明石小学校は学校と同様）

ランニング（ウオーキング）ステーション� wb 281
生涯スポーツ課　☎03-3691-7111

河川敷駐車広場
生涯スポーツ課　☎03-3691-7111

学校開放� wb 286
教育総務課施設開放分室　☎03-3826-8655

138 - -
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登録団体以外使用
　教育総務課または施設開放受付校（6校）にお問い
合わせください。
【施設開放受付校】

受付校住所 連絡先 受付時間
東金町小学校

（東金町1-33-1） 03-3600-5103

火～金曜日
午後3時～9時
（月曜日が祝日
の場合は受け付
けいたします。）

土・日曜日、
祝日午前9時～
午後5時

柴又小学校
（柴又4-30-1） 03-3671-3017

道上小学校
（亀有4-35-1） 03-3690-5251

南綾瀬小学校
（堀切6-1-1） 03-3604-5205

渋江小学校
（東四つ木2-13-1） 03-3691-6755

上平井小学校
（西新小岩4-22-1） 03-3691-0881

　「仲間でスポーツを始めたいが指導者がいない」と
お悩みの団体を対象にスポーツ指導員を紹介します。

夜間校庭利用
【開放学校】
綾瀬・新小岩・金町・新宿・青戸・青葉・大道・桜道・亀有
中学校
松上・南奥戸・青戸・清和小学校
【使用料金】　無料
照明は1時間600円（あらかじめ専用コインを購入）
　下記の学校は登録先が上記と異なります。
【開放学校】
立石・葛美・高砂・一之台・小松中学校
　これらの学校は、学校開放の団体登録後に、夜間校
庭利用の登録が必要です。詳しくは区ホームページ
をご覧いただくか、お問い合わせください。
【夜間校庭利用受付登録場所】　生涯スポーツ課
奥戸7-17-1　☎03-3691-7111

【使用料金】
　登録団体は、別に定める減額料金を適用します。

施設名 午前9時～午後5時 午後5時～9時30分
屋内運動場 1時間　400円 1時間　550円
教室（1教室） 1時間　100円 1時間　150円
校庭 1時間　150円 1時間　200円

公園

　地域スポーツ推進のため、区と地域のコーディ
ネーターとして活動しています。

　5月下旬～6月中旬には、数多くの江戸古花などの
花菖蒲（約200種6,000株）を鑑賞することができます。
【開園時間】
午前9時～午後5時
菖蒲まつり期間中は、午前8時～午後6時
【休園日】　年末年始
【入園料】　無料
【交通】　堀切菖蒲園駅　徒歩約10分
京成タウンバス（新小51・有01（土休日のみ））　「堀
切菖蒲園駅」下車　徒歩約10分
静観亭　☎03-3693-6636
　堀切菖蒲園の中にある、和風造りの2階建ての集会
施設です。
　少人数から70人程度の宴席などにご利用ください。
　飲食物の持ち込みはできません。
【休館日】
月曜日（祝日の場合はその直後の平日）、年末年始
（12月28日～1月4日）。
1月5～31日・6月は休館しません。
【申込方法】
　利用月の3カ月前の1日から電話で受け付けます。
料理・飲み物も直接施設にお申し込みください。飲食
を伴わない利用もできます。
【利用料金】
� 部屋
時間

うめ
（12.5畳）

はぎ・ふじ
（10畳）

しょうぶ・あやめ
（8畳）

午前9時～午後4時30分
（1時間利用料金） 400円 340円 260円

午後5時30分～9時
（1回利用料金） 1,800円 1,600円 1,300円

至京成関屋 至お花茶屋

郵便局

信用金庫

綾
瀬
川

京成本線

荒
川 堀切菖蒲園

静観亭

堀切菖蒲園駅

平
和
橋
通
り

（堀切菖蒲園駅）
スポーツ指導員紹介制度� wb 288
生涯スポーツ課　☎03-3691-7111

スポーツ推進委員� wb 289
生涯スポーツ課　☎03-3691-7111

堀切菖蒲園� � wb 290
堀切2-19-1　☎03-3694-2474（公園管理所）

139がついている施設は区ホームページで施設内を360度見渡せる画像を見ることができます。
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西新小岩1-1-3
　40,000㎡を超える広い公園で、芝生広
場でのびのびと遊べる公園です。食事のできる施設
（和楽亭）もあります。

新小岩公園 wb 295
　「自分の責任で自由に遊ぶ」冒険遊び場です。
　工作やボール遊び、木登りなどができます。また、
園内には、冒険砦やさまざまな工具がある遊びの基
地があり、遊びの基地開館時は子どもたちの遊びを
支援するプレイリーダーがいます。
【開園時間】
午前9時～午後5時
遊びの基地開館時間
月～金曜日　午後3～5時
土・日曜日、祝日　午前10時～午後5時
【休園日】　年末年始
【交通】　JR・京成金町駅　徒歩15分
都バス（草39）・京成タウンバス（小54）
「亀有警察署前」下車　徒歩10分
京成バス（金01出入、金02出入）　
「大堰枠・にいじゅくプレイパーク」下
車　徒歩2分

にいじゅくプレイパーク� wb 291
新宿5-21-10　☎03-3627-5546

　区内には、葛飾にいじゅくみらい公園、新小岩公園
をはじめ、たくさんの公園・児童遊園があります。そ
の中から、親子で楽しめる公園を一部紹介します。

特色のある公園
公園課　☎03-3695-8380

　水元小合溜の水をきれいにするための施設です。
館内の「水辺のふれあいルーム」は、小合溜の歴史や、
多様な自然について展示された環境学習の場です。
専門員が常駐し、周辺の自然を紹介する「ガイド
ウォーク」を毎日2回開催し、来館者の質問にもお答
えしています。
【開館時間】　� 4～10月　午前9時～午後5時30分� �

11～ 3月　午前9時～午後4時30分
【休館日】
月曜日（祝日の場合はその直後の平日）、年末年始
【入館料】　無料
【交通】
京成バス（金61）　�「水元五丁目」下車　徒歩5分�

「大場川」下車　徒歩5分
　　　　（金63）　�「水元かわせみの

里」下車　徒歩1分
　　　　　　　　　※3～11月の土休日のみ

水元かわせみの里� wb 292
水元公園8-3　☎03-3627-5201

西亀有1-27-1　
交通遊具の貸し出し　☎03-3604-2610
ふれあい動物広場　☎03-3690-4460
　ふれあい動物広場では、ポニーやリスザル、ヤギな
ど約13種、約200匹を飼育しています。動物をさ
わったり、抱いたりすることもできます。
【休園日】
▷交通遊具の貸し出し　年末年始
▷ふれあい動物広場　月・火曜日、祝日の翌日、年末年始

上千葉砂原公園 wb 298

小菅3-1-1（小菅水再生センター屋上）
　運動広場・日本庭園・テニスコート・せせ
らぎなどのある30,000㎡を超える緑豊かな公園で
す（令和4年7月まで全面閉鎖）。
【休園日】　年末年始

小菅東スポーツ公園 wb 297

青戸4-23-1
　非核平和都市宣言を記念した非核平和
祈念塔や噴水、せせらぎなどがあります。

青戸平和公園 wb 296

新宿3-23-19　☎03-3608-2194
　ミニSLに乗ったり、自転車・足踏み式
ゴーカートなどで遊びながら、交通ルールが学べま
す。交通遊具などの使用は無料です。
【ミニSL運転日】
土・日曜日、祝日午前10時～正午、午後1～4時
【ミニSL乗車料】　中学生以上100円、小学生30円、
幼児無料（大人の方の付き添いが必要です）
【休園日】　年末年始

新宿交通公園 wb 299

東立石4-6-10
　スーパー堤防と一体的に整備した公園
で、高低差約6ｍの見晴らしの丘には、延長約30ｍの
ローラー滑り台、アスレチック遊具などがあるほか、
園内中央には約6,000㎡の広場があります。周回園
路には健康遊具が配置してあります。

東立石緑地公園 wb 300

水元1-23-1
　水遊びのできる流れがあります。
ポニースクールもあります。

水元スポーツセンター公園 wb 294
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【所在地】　栃木県日光市花石町2067-1
☎0288-54-0728
ホームページ　http://katsushika-nikko.info/
　小学生の移動教室宿泊施設ですが、学校などが利
用していないときは区民の方の旅行や合宿などに利

小菅1-2-1（小菅水再生センター屋上）
小菅西公園 wb 303

葛飾にいじゅくみらい公園 wb 304
新宿6-3-2、6-3-20
　東京理科大学葛飾キャンパスを囲うよ
うに配置した総合公園です。園内には、広
大な芝生の原っぱや見晴らしの丘、池や流れがあり、
さまざまなサクラの品種も楽しめます。人工芝の多
目的広場やテニスコート、有料駐車場などがありま
す。
　公園と一体的に整備され、同時に開設された大学
キャンパスは、フェンスもなく、図書館や食堂などは
区民の方も利用でき、地域に開放された施設です。

　心身のリフレッシュのために、区内在住の方がホ
テルや旅館を利用できる事業です。詳しくは、区ホー
ムページをご覧になるか、お問い合わせください。

区民借上保養施設� wb 306
�地域振興課　☎03-5654-8231

日光林間学園 � wb 307
教育総務課　☎03-5654-8452

施設名
区内に在住・在勤の方 区外に在住の方など
一般

（高校生以上）
4歳以上
中学生以下

一般
（高校生以上）

4歳以上
中学生以下

宿泊室
1人1泊 2,700円 1,350円 3,200円 1,600円

休憩室
1人1時間 130円 60円 160円 80円

　会議室・体育館・運動場などについてはお問い合わせく
ださい。3歳以下無料。食事料金別途。

　映画『男はつらいよ』の世界を15のコーナーに分け
て紹介しています。実際の撮影で使われたセット、映
画の名場面を見ることができる数々の映像、映画で実
際に使用された小道具などを展示しています。建物中
央の吹き抜けの庭「光庭」には、映画全作品のロケ地を
地図で表した「こころのふるさとマップ」があります。
【開館時間】
午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）
【休館日】　第3火曜日（祝日の場合は直後の平日）、
12月の第3火～木曜日
【入館料】　寅さん記念館・山田洋次ミュージアム共通

　前売り入場券は、京成電鉄主要駅の23カ所（区内は
堀切菖蒲園・青砥・京成高砂・京成立石・京成金町駅の5
カ所）、コンビニエンスストア（ローソン、ファミリー
マート）、WEB販売サイトで販売しています。
　障害者手帳・愛の手帳などをお持ちの方と介護者
（同行者）1人は無料です（記念館窓口にお申し出くだ
さい）。
　また、寅さん記念館と山本亭の入館料が合わせて
50円引きになるセット券も販売しています。
観光情報コーナー
　無料休憩室内に区内外の名所・旧跡などの観光情
報を取り揃えています。

区　分 個人（前売り） 団体（20人以上）
大人 500円（450円） 400円

小・中学生 300円（270円） 200円
65歳以上の方 400円

葛飾柴又寅さん記念館 � wb 308
�柴又6-22-19（観光文化センター内）　☎03-3657-3455

奥戸8-17-1　☎03-3694-4318
年末年始は、交通遊具の貸し出しを行いません。

北沼公園 wb 302

奥戸9-15-16
　バラや四季を通じて楽しめる植栽の他、イング
リッシュガーデン風のデザインを取り入れています。
【開園時間】
▶４～９月　午前９時～午後６時
▶10～３月　午前９時～午後５時
【休園日】　年末年始

奥戸ローズガーデン wb 732

余暇

亀有4-17地先～1地先、白鳥3-32地先～
白鳥2-1地先、白鳥2-1-1、四つ木5-25地
先～4-25地先

曳舟川親水公園 wb 301 用できます。
【利用日数】　1回3泊4日まで
【休園日】　年中無休（保守点検日を除く）
【利用方法】　利用日の3カ月前の月の初日から利用
日の3日前までに、学園へ電話でお申し込みください。
ファクスまたはホームページからも申し込みできま
す。
【付帯施設】　会議室・体育館・運動場・キャンプファ
イアー場・飯ごう炊さん場
【利用料金】
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山田洋次ミュージアム � wb 308
葛飾柴又寅さん記念館併設　☎03-3657-3455

(柴又帝釈天)

帝釈天参道

(柴又帝釈天)

幼稚園

柴
又
帝
釈
天

至
京
成
金
町

柴
又
街
道

江
戸
川山本亭

山本亭の園路を通って
寅さん記念館に行けます。

観光文化センター
葛飾柴又寅さん記念館
山田洋次ミュージアム
レンタサイクルセンター

柴
又
駅

P

新柴又駅
至京成高砂

至
京
成
高
砂

至矢切

　大正末期から昭和初期の近代和風の建物、築山・池
泉のある日本庭園や本格的な茶室があります。茶会
や句会などで貸切利用もできます（飲食物の持ち込
み不可）。
【入館料】　100円（中学生以下、障害者手帳・愛の手
帳などをお持ちの方と介護者（同行者）1人は無料）
　寅さん記念館と山本亭の入場料が合わせて50円
引きになるセット券も販売しています。

山本亭 � wb 309
柴又7-19-32　☎03-3657-8577

　柴又の周辺観光などにご利用ください。江戸川河
川敷を通り水元公園まで続くサイクリングロードも
あります。
【開館日】　土・日曜日、祝日（年末年始は休館）
【利用時間】
午前9時～午後5時（11～2月は午後4時まで）
【貸出台数】　大人用自転車　52台
子ども用自転車　15台
【レンタサイクル料金】
大人400円、小・中学生200円

レンタサイクルセンター
柴又6-22-19（観光文化センター内）　☎03-3657-3455

　映画監督山田洋次氏の半世紀におよぶ作品の魅力
を探りながら、“フィルムメーカー（フィルム人）山田
洋次”の世界を紹介。監督の各作品への想い、新たな
魅力、奥深さに触れられる展示となっています。葛飾
柴又寅さん記念館と併せてご覧いただけます。
【交通】
柴又駅　徒歩8分
北総線新柴又駅　徒歩12分
京成バス（小55）、京成バス・京成タウンバス（新金01
（土休日のみ））「柴又帝釈天」下車　徒歩7分
【駐車場】
柴又公園駐車広場（柴又6-24地先・江戸川河川敷）
▷利用時間
月～金曜日　午前9時～午後5時30分
土・日曜日、祝日　午前7時30分～午後6時30分（10
～3月は午後5時30分まで）
▷料金
普通車　1回500円
大型車（バス）　1回2,000円

【開館時間】　午前9時～午後5時
【休館日】　第3火曜日（祝日の場合は直後の平日）、
12月の第3火～木曜日
【貸室利用】
　申し込み、利用料金については葛飾観光ポータル
サイトをご覧になるか、お問い合わせください。
葛飾観光ポータルサイト
http://www.katsushika-kanko.com/

　子どもたちがポニーの世話や乗馬、子ども同士や
スタッフとの交流を通じて豊かな人格形成を図るこ
とを目的とした施設です。また、心身に障害のあるお
子さんも利用できます。詳しくはお問い合わせくだ
さい。
【休園日】
月曜日、第2・4火曜日、祝日の翌日、年末年始
【費用】　無料
【交通】　京成バス（金62）　「水元総合スポーツセン
ター入口」下車　徒歩4分
東武バスセントラル（有36・綾37）　「水元総合ス
ポーツセンター」下車すぐ
東武バスセントラル（有26・27）　「水元特別支援学
校前」下車　徒歩4分
（案内図は135ページ）

ポニースクールかつしか � wb 311
水元1-19　☎03-3627-0745

　空気・水・光をテーマにした参加体験型の展示装置
で身近な科学を実験できます。理科の実験や観察だ
けでなく、研修や体験教室などに活用できる教育の
拠点として運営しています。

科学教育センター「未来わくわく館」 � wb 724
新宿6-3-2　☎03-5876-6790
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　絵本・図鑑・マンガ、写真集など絵と言葉にこだ
わった約5,000冊の本を集めた子どものためのライ
ブラリーです。
　施設内のシアターでは、変わった読み聞かせを実
施しており、お笑い芸人や落語家といったパフォー
マーが活躍しています。
【開館時間】
午前10時～午後7時
【休館日】
月曜日・第4木曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始、リ
リオ館休館日（年間2日程度）
【入館料】　�小学生以下無料（要利用登録）� �

中学生以上　�1日券200円� �
6カ月券1,000円

16歳以上の方だけでの入館はできません。

絵と言葉のライブラリー「ミッカ」
�亀有3丁目26番1号　亀有リリオ館7階� �
☎03-6662-4315

カナマチぷらっと� wb 725

　江戸前金魚と呼ばれるエドニシキ、エドアカネな
ど24種類の金魚を飼育・展示しています。
【開場時間】
午前9時～午後4時30分（入場は午後4時まで）
【休場日】
3～10月　月曜日（祝日の場合はその直後の平日）
11～2月　月～金曜日（祝日を除く）、年末年始
【入場料】　無料
【交通】　�京成バス（金63）　「水産試験場跡」下車�

徒歩3分
　　　　（3～11月の土休日のみ）
　　　　東武バスセントラル（金50・52・54）　
　　　　「東金町五丁目」下車　徒歩8分

葛飾区金魚展示場� wb 312
�水元公園1-1　都水産試験場跡地内� �
☎03-3693-1777（公園課）

　ワーク＆スタディ（テレワークブース）・キッズス
ペース・集会室・視聴覚室・料理実習室など、さまざま
な世代の方が幅広く活用できる複合施設です。
【開館時間】　午前9時～午後9時
　詳しくは区ホームページをご覧ください。

�金町6-5-1　ベルトーレ金町3階
　☎03-6231-3680

　野菜収穫の楽しさと、採りたての新鮮さを味わっ
てもらうため、区内の農家の方が栽培した農産物を
ご家族で収穫できます。

ふれあいレクリエーション農園� wb 313
�産業経済課　青戸7-2-1� �
テクノプラザかつしか内　☎03-3838-5554

　水元地域の畑を回り、区内の農家の方が栽培した
新鮮な野菜を収穫しながら、葛飾区の農業について
学びます。

野菜収穫オリエンテーリング� wb 314
�産業経済課　青戸7-2-1� �
テクノプラザかつしか内　☎03-3838-5554

　区内在住の方に家庭で土に親しんでいただくた
め、区民農園を開設しています。利用方法などはお問
い合わせください。

区民農園� wb 315
環境課　☎03-5654-8239

　高齢化などで担い手が不足している農家のお手伝
いを行い、農業に親しむことができます。サポーター
になるために必要な基礎的な技術や知識は、千葉大
学園芸学部の教授や区内の農家の方などから学ぶこ
とができます。

農業応援サポーター養成事業� wb 528
�産業経済課　青戸7-2-1� �
テクノプラザかつしか内　☎03-3838-5554

農業体験農園� wb 527
�産業経済課　青戸7-2-1� �
テクノプラザかつしか内　☎03-3838-5554

　プロの農家の方が、種まきから収穫までを教える
農業のカルチャースクールです。採れた野菜は、全て
持ち帰ることができます。自由に野菜を栽培するこ
とはできませんが、種苗や農作業に必要な道具は園
主が用意し、直接指導するので、初心者でも本格的な
野菜作りが楽しめます。
【所在地】
▷大春農園（西水元3丁目）
▷中村農園（西水元3丁目）
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