
大正１２年　３月２４日　　福島県石川実科女学校として設立が許可される。
昭和１８年　４月　１日　　中学校令施行により、福島県石川高等女学校と改称する。
昭和２３年　４月　１日　　学制改革により福島県立石川女子高等学校と改称。
昭和２４年　４月　１日　　浅川分校を設置する。　男子入学を許可する。　
　　　　　　７月　１日　　福島県立石川高等学校と改称する
昭和２６年　３月３１日　　浅川分校定時制農業科を廃止する。
昭和２７年　３月３１日　　全日制家庭科別科を廃止する。
　　　　　　４月　１日　　浅川分校を廃止し、分室とする。
昭和２８年　４月　１日　　竹貫分校を設置し、定時制を廃止する。
昭和３１年　４月　１日　　竹貫分校を廃止する。
昭和３３年　４月　１日　　浅川分室を浅川町に移管し、浅川産業高等学校と改称する。
　　　　　　　　　　　　　本校は協力校となる。　　　　　　　　　
平成１５年１０月２４日　　創立８０周年
教育方針
１）学習尊重の気風を高め、学力の向上に努める。
２）正しい判断力、敬愛と勤労の精神を養うことを通して、協力と責任を重んじる人間性の
　　育成に努める。
３）自己適性を知り 自分を生かせる進路目標の実現に 努める

住　　　所

整理番号

管　理

概　要

名　称

TEL 0247-26-1656

福島県

項　目 教育・厚生施設福島
フクシマ

県立
ケンリツ

石川
イシカワ

高等
コウトウ

学校
ガッコウ

石川町字高田200-1

１４１

連　絡　先

管理者及び所有者

石　川　町　資　源　調　査　調　書

００１16 - 平成19年2月作成通し番号

３）自己適性を知り、自分を生かせる進路目標の実現に、努める。
４）心身ともに健全な生活態度の育成に努める。
福島県立石川高等学校ホームページ　http://www.ishikawa-h.fks.ed.jp

校章
昭和２３年、石川ののどかな里いち
めんに咲きほこっていた菜の花の姿を、
須田洪中画伯がデザインしたものである。
菜の花のあざやかな黄は若さと希望を象
徴し、加えて人々の平和への願いもこめ
られている。

全　景 位置図

写真及び位置図等

参考文献

関連項目

備　考



石　川　町　資　源　調　査　調　書

通し番号 １４２ 整理番号 16 - ００2 作成 平成19年2月

石川町字大室５０２

連　絡　先 TEL 0247-26-5151

管理者及び所有者 学校長　森　涼

名　称 学校
ガッコウ

法人
ホウジン

　石川
イシカワ

高等
コウトウ

学校
ガッコウ

項　目 教育・厚生施設

概　要

管　理

住　　　所

1892年（明治25年）6月5日 石川義塾創立／初代校長 森 嘉種。福島県では最古の私学

です。建学にあたっては石川村（当時）をはじめ地域・有志の全面的な協力があった。以来

110年、卒業生総数は2万1千名をこえている。創立以来「行学一如」を校訓とし、多くの人

材を輩出している。

建学の精神

1．人間として必要な学問への自覚と上演、創造的研究心を高める。

2．自由で自主的な気魄に富んだ積極進取の精神を養う

3．師弟間の愛情が親密である。

4．品性を陶冶する。

5．誠実と勤勉を重んじる。

6．礼儀と秩序を重んじる。

7．質実剛健の気風を養う

8．行学一如の精神に従い実行力を養う。

学校法人石川高等学校ホームページ　http://www.gakuseki-h.fks.ed.jp/index2.htm

森 嘉種（８－００６）　
学法石川高校鉱物資料館（１５－００６）

校章

全　景 位置図

写真及び位置図等

参考文献

関連項目

備　考

石川町の鉱物の代表とも言うべき水晶、サ

マルスキー、ゼノタイムの結晶の形を組み

合わせてつくられたものである。





石　川　町　資　源　調　査　調　書

通し番号 １４３ 整理番号 16 - ００３ 作成 平成19年2月

連　絡　先

管理者及び所有者 石川町　

名　称 石川町
イシカワマチ

の中学校
チュウガッコウ

項　目 教育・厚生施設

概　要

管　理

住　　　所

・石川町立石川中学校

石川町双里字川向１６５

TEL 0247-26-2315

・石川町立沢田中学校

石川町沢井字上ノ原100

TEL 0247-26-2607

石川町史　下巻　
石川町ホームページ　　http://www.town.ishikawa.fukushima.jp

写真及び位置図等

参考文献

関連項目

備　考



石　川　町　資　源　調　査　調　書

通し番号 １４４ 整理番号 16 - ００４ 作成 平成19年2月

連　絡　先

管理者及び所有者 石川町

名　称 石川町
イシカワマチ

の小学校
ショウガッコウ

項　目 教育・厚生施設

概　要

管　理

住　　　所

・石川町立石川小学校

石川町字関根1

TEL 0247-26-3335 

・石川町立沢田小学校

石川町沢井字上ノ原75

TEL 0247-26- 2257

・石川町立野木沢小学校

石川町曲木字燈篭場5

TEL 0247-26-1624

・石川町立母畑小学校

石川町母畑字樋田60

TEL 0247-26-1076

・石川町立中谷第１小学校

石川町形見字形見217

TEL 0247-26-1470

石川町ホームページ　　http://www.town.ishikawa.fukushima.jp

備　考

写真及び位置図等

参考文献

関連項目

TEL 0247 26 1470

・石川町立中谷第２小学校

石川町中田字八又396

TEL 0247-26-1619

・石川町立山形小学校

石川町山形字須沢131

TEL 0247-26-2664



石　川　町　資　源　調　査　調　書

通し番号 １４５ 整理番号 16 - ００５ 作成 平成19年2月

連　絡　先

管理者及び所有者 石川町

名　称 石川町の公民館
イシカワマチ　　　コウミンカン

項　目 教育・厚生施設

概　要

管　理

住　　　所

・石川町中央公民館

石川町字高田216

TEL 0247-26-2566

・沢田地区公民館

石川町沢井字大池下77-1

TEL 0247-26-0696

・野木沢地区公民館

石川町中野字水無59

TEL 0247-26-4939

・母畑地区公民館

石川町母畑字小田口43

TEL 0247-26-1593

・中谷地区公民館

石川町双里字神主34

TEL 0247-26-1457

石川町史　下巻　
石川町ホームページ　　http://www.town.ishikawa.fukushima.jp

写真及び位置図等

参考文献

関連項目

備　考

TEL 0247 26 1457



石　川　町　資　源　調　査　調　書

通し番号 １４６ 整理番号 16 - ００６ 作成 平成19年2月

石川町字当町６７

連　絡　先 TEL 0247-26-２０６１

管理者及び所有者 園長　掛田勝晥

名　称 石川
イシカワ

文化
ブ ン カ

幼稚園
ヨウチエン

項　目 教育・厚生施設

概　要

管　理

住　　　所

沿革

・昭和４５年１月、理事長掛田弥正氏、幼稚園設立の意を固め、石川町長、石川町教育委員会

に賛意を求め準備に着手する。

・昭和４６年３月、第１回卒業生（男１７，女１６）送り出す。

・昭和４６年４月、学校法人組織を認可され、学校法人掛田学園石川文化幼稚園となる。

・昭和４７年４月、石川文化幼稚園副園長に、掛田勝晥氏就任

・昭和５６年４月、園長に掛田勝晥氏、副園長に掛田泉子氏就任

・平成 ９年４月、園長掛田勝晥氏、福島県私学審議委員に任命される。

・平成１１年４月、事務長に掛田昌克氏就任

・平成１４年４月、副園長に掛田昌克氏就任

・平成１８年４月、事務長に掛田麻奈美氏就任

石川文化幼稚園　沿革

全　景 位置図

写真及び位置図等

参考文献

関連項目

備　考





石　川　町　資　源　調　査　調　書

通し番号 １４７ 整理番号 16 - ００７ 作成 平成19年2月

連　絡　先

管理者及び所有者 石川町

名　称 石川町の保育所
イシカワマチ　　　ホイクショ

項　目 教育・厚生施設

概　要

管　理

住　　　所

・第１保育所

石川町字古館178

TEL 0247-26-2320

・第２保育所

石川町字松木下62-1

TEL 0247-26-1387

・野木沢保育所

石川町曲木燈篭場5

TEL 0247-26-1622

・沢田児童館大字沢井大池下12

TEL 0247-26-0697

石川町史　下巻　石川町立保育所沿革

石川町立第２保育所、石川町立野木沢保育所、
沢田児童館

写真及び位置図等

参考文献

関連項目

備　考


