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   （平成２７年３月３１日現在） 

  
◎ 委員長  ○ 副委員長  ☆ 臨時委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名（敬称略） 所属団体等 

◎ 松 薗  祐 子 淑徳大学総合福祉学部教授 

○ 土 屋  稔 千葉市社会福祉協議会会長 

 森  茂 樹 千葉市議会議員 (保健消防委員会委員長) 

 神 山  裕 也  千葉県社会福祉士会 

 清 水  伸 一 千葉市老人福祉施設協議会会長 

 髙 野  正 敏 千葉市地域自立支援協議会会長 

 高 山  功 一 千葉市身体障害者連合会会長 

 武  孝 夫 千葉市社会福祉協議会地区部会連絡会副代表 

 玉 井  美 知 子 千葉市赤十字奉仕団本部委員長 

 余 語  一 晃 千葉市民生委員児童委員協議会会長 

 入 江  康 文 千葉市医師会会長 

 佐 藤  愼 二 植草学園短期大学福祉学科教授 

 佐々木 喜代枝 千葉市更生保護女性会連絡協議会会長 

 住 吉  タ ミ コ 千葉市ボランティア連絡協議会会長 

 松 崎  泰 子 日本社会事業大学常務理事 

 藤 川  勇 千葉市町内自治会連絡協議会副会長 

☆ 武 井  雅 光 中央区地域福祉計画推進協議会委員長 

☆ 原 田  雅 男 花見川区地域福祉計画推進協議会委員長 

☆ 渡 辺  志 げ 子 稲毛区地域福祉計画推進協議会委員長 

☆ 大 嶋  昭 若葉区地域福祉計画推進協議会委員長 

☆ 岡 本  博 幸 緑区地域福祉計画推進協議会委員長 

☆ 長 岡  正 明 美浜区地域福祉計画推進協議会委員長 

Ⅰ 社会福祉審議会地域福祉専門分科会委員一覧 
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◎ 委員長  ○ 副委員長  ☆ 臨時委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名（敬称略） 所属団体等 

◎ 松 薗  祐 子 淑徳大学総合福祉学部教授 

○ 土 屋  稔 千葉市社会福祉協議会会長 

 森  茂 樹 千葉市議会議員 (保健消防委員会委員長) 

 神 山  裕 也  千葉県社会福祉士会 

 清 水  伸 一 千葉市老人福祉施設協議会会長 

 髙 野  正 敏 千葉市地域自立支援協議会会長 

 高 山  功 一 千葉市身体障害者連合会会長 

 武  孝 夫 千葉市社会福祉協議会地区部会連絡会副代表 

 玉 井  美 知 子 千葉市赤十字奉仕団本部委員長 

 余 語  一 晃 千葉市民生委員児童委員協議会会長 

 入 江  康 文 千葉市医師会会長 

 佐 藤  愼 二 植草学園短期大学福祉学科教授 

 佐々木 喜代枝 千葉市更生保護女性会連絡協議会会長 

 住 吉  タ ミ コ 千葉市ボランティア連絡協議会会長 

 松 崎  泰 子 日本社会事業大学常務理事 

 藤 川  勇 千葉市町内自治会連絡協議会副会長 

☆ 武 井  雅 光 中央区地域福祉計画推進協議会委員長 

☆ 原 田  雅 男 花見川区地域福祉計画推進協議会委員長 

☆ 渡 辺  志 げ 子 稲毛区地域福祉計画推進協議会委員長 

☆ 大 嶋  昭 若葉区地域福祉計画推進協議会委員長 

☆ 岡 本  博 幸 緑区地域福祉計画推進協議会委員長 

☆ 長 岡  正 明 美浜区地域福祉計画推進協議会委員長 
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   （平成２７年３月３１日現在） 

  
◎ 委員長  ○ 副委員長 

 

 

 

氏名（敬称略） 所属団体等 

 安 部  吉 昭 千葉市社会福祉協議会東千葉地区部会 

 五 十 嵐  勝 昭 千葉市社会福祉協議会末広地区部会 

 池 田  實 千葉市社会福祉協議会川戸地区部会 

 石 井  功 千葉市社会福祉協議会都地区部会 

 石 橋  邦 彦 中央区町内自治会連絡協議会 

 伊 藤  正 美 千葉市社会福祉協議会松ケ丘地区部会 

 植 草  志 津 江 公募 

 大 手  和 夫 千葉市社会福祉協議会蘇我地区部会 

 大 野  美 恵 子 千葉市社会福祉協議会松波地区部会 

 小 川  千 鶴 子 中央区老人クラブ連合会 

 小 野 寺  佳 子 中央区主任児童委員 

 木 村  美 代 子 千葉市社会福祉協議会中央東地区部会 

 草 薙  仁 一 郎 千葉市社会福祉協議会寒川地区部会 

 栗 田  節 子 中央区民生委員児童委員協議会 

 斉 藤  茂 雄 亥鼻福祉作業所 

 笹 本  宗 和 千葉市社会福祉協議会新宿地区部会 

 菅 原  陽 子 千葉市社会福祉協議会星久喜地区部会 

 鈴 木  甫 千葉市社会福祉協議会中央地区部会 

◎ 武 井  雅 光  中央区町内自治会連絡協議会 

 對 馬  昭 三 千葉市社会福祉協議会ちば中央地区部会 

 土 屋  淑 子 千葉市社会福祉協議会地区白旗台地区部会 

 寺 田  武 志 中央区民生委員児童委員協議会 

 長 嶋  洋 二 中央区町内自治会連絡協議会 

 仲 野  勢 津 子 千葉市あんしんケアセンター蘇我 

 西  陽 子 千葉市あんしんケアセンター千葉寺 

○ 野 與  邦 子 千葉市社会福祉協議会西千葉地区部会 

 増 田  照 子 千葉市社会福祉協議会生浜地区部会 

 矢 部  英 一 ファミリー・サポート・センター会員 

Ⅱ （１） 中央区地域福祉計画推進協議会委員一覧 
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◎ 委員長  ○ 副委員長 

 

 

 

 

 

氏名（敬称略） 所属団体等 

○ 天 春  立 兵 千葉市社会福祉協議会朝日ケ丘地区部会 

 飯 髙  成 男 花見川区民生委員児童委員協議会 

 石 橋  政 信 千葉市社会福祉協議会２０６地区部会 

 加 藤  裕 二 社会福祉法人  オリーブの樹 

 金 子  建 一 郎 花見川区町内自治会連絡協議会 

 藏 屋  勝 敏 公募 

 黒 田  實 千葉市社会福祉協議会花見川第2地区部会 

 齋 藤  郷 千葉市社会福祉協議会こてはし台地区部会 

 清 水  葉 子 千葉市社会福祉協議会畑地区部会 

 鈴 木  勝 英 NPO法人 トータルライフサポート 

 鈴 木  季 代 子 千葉市社会福祉協議会検見川地区部会 

 鈴 木  幸 正 千葉市社会福祉協議会幕張・武石地区部会 

 鶴 岡  喜 嗣 千葉市社会福祉協議会犢橋地区部会 

 友 利  三 雄 千葉市社会福祉協議会天戸中学校区地区部会 

 中 垣  薫 花見川区町内自治会連絡協議会 

 花 島  桂 三 千葉市身体障害者連合会 

 林  ひ ろ 美 花見川区民生委員児童委員協議会 

 早 瀬  武 夫 千葉市社会福祉協議会幕張本郷中学校区地区部会 

◎ 原 田  雅 男 花見川区町内自治会連絡協議会 

 藤 代  武 治 花見川区町内自治会連絡協議会 

 前 田  久 美 子 千葉市あんしんケアセンター花見川 

 安 澤  宏 公募 

 藪 下  勝 社会福祉法人 栗の木 

 山 田  貞 之 公募 

 吉 松  美 津 代 千葉西ケアマネージャー事務所 

 渡 辺  公 友 花見川区老人クラブ連合会 

Ⅱ （２） 花見川区地域福祉計画推進協議会委員一覧 

－ 137 －



資料編【 Ⅱ 区地域福祉計画推進協議会委員一覧 】 

- 137 - 

   （平成２７年３月３１日現在） 

  

◎ 委員長  ○ 副委員長 

 

 

 

 

 

氏名（敬称略） 所属団体等 

○ 天 春  立 兵 千葉市社会福祉協議会朝日ケ丘地区部会 

 飯 髙  成 男 花見川区民生委員児童委員協議会 

 石 橋  政 信 千葉市社会福祉協議会２０６地区部会 

 加 藤  裕 二 社会福祉法人  オリーブの樹 

 金 子  建 一 郎 花見川区町内自治会連絡協議会 

 藏 屋  勝 敏 公募 

 黒 田  實 千葉市社会福祉協議会花見川第2地区部会 

 齋 藤  郷 千葉市社会福祉協議会こてはし台地区部会 

 清 水  葉 子 千葉市社会福祉協議会畑地区部会 

 鈴 木  勝 英 NPO法人 トータルライフサポート 

 鈴 木  季 代 子 千葉市社会福祉協議会検見川地区部会 

 鈴 木  幸 正 千葉市社会福祉協議会幕張・武石地区部会 

 鶴 岡  喜 嗣 千葉市社会福祉協議会犢橋地区部会 

 友 利  三 雄 千葉市社会福祉協議会天戸中学校区地区部会 

 中 垣  薫 花見川区町内自治会連絡協議会 

 花 島  桂 三 千葉市身体障害者連合会 

 林  ひ ろ 美 花見川区民生委員児童委員協議会 

 早 瀬  武 夫 千葉市社会福祉協議会幕張本郷中学校区地区部会 

◎ 原 田  雅 男 花見川区町内自治会連絡協議会 

 藤 代  武 治 花見川区町内自治会連絡協議会 

 前 田  久 美 子 千葉市あんしんケアセンター花見川 

 安 澤  宏 公募 

 藪 下  勝 社会福祉法人 栗の木 

 山 田  貞 之 公募 

 吉 松  美 津 代 千葉西ケアマネージャー事務所 

 渡 辺  公 友 花見川区老人クラブ連合会 

Ⅱ （２） 花見川区地域福祉計画推進協議会委員一覧 
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◎ 委員長  ○ 副委員長 

氏名（敬称略） 所属団体等 

 飯 田  禮 子 千葉市社会福祉協議会稲毛地区部会 

 池 埜  三 紀 地域生活支援センター ふらる 

 石 原  康 子 千葉市社会福祉協議会緑・黒砂地区部会 

 伊 藤  小 百 合 千葉市身体障害者連合会 

 井 村  進 千葉市社会福祉協議会稲丘地区部会 

○ 瓜 生  澄 江 千葉市社会福祉協議会３０１（作草部・天台）地区部会 

 大 山  哲 郎 千葉市社会福祉協議会弥生地区部会 

 木 村  秀 二 作草部保育園 

 工 藤  嘉 生 稲毛区老人クラブ連合会 

 黒 川  武 千葉市社会福祉協議会轟・穴川地区部会 

 後 藤  育 子 千葉市手をつなぐ育成会 

 鈴 木  惠 和 子 千葉市社会福祉協議会小中台東地区部会 

 鈴 木  金 作 稲毛区町内自治会連絡協議会 

 鈴 木  將 夫 稲毛区民生委員児童委員協議会 

 髙 階  光 義 千葉市社会福祉協議会緑が丘地区部会 

 武 市  康 子 千葉市社会福祉協議会小中台西地区部会 

○ 種 池  賀 子 稲毛区町内自治会連絡協議会 

 田 村  勝 子  稲毛区民生委員児童委員協議会 

 津 久 井  良 往 千葉市社会福祉協議会草野地区部会 

 富 岡  秀 夫 稲毛区町内自治会連絡協議会 

 西 脇  英 子 千葉市社会福祉協議会山王地区部会 

 原 田  正 隆 千葉まちづくりサポートセンター 

 花 光  和 久 稲毛区民生委員児童委員協議会 

 廣 石  常 生 稲毛区町内自治会連絡協議会 

 松 川  智 子 公 募 

 松 原  正 道 緑ヶ丘公民館運営懇談会 

 矢 田  房 子 公 募 

 山 崎  弘 子 公 募 

 山 田  敏 子 ファミリー･サポート･センター会員 

◎ 渡 邉  志 げ 子 千葉市社会福祉協議会千草台中学校地区部会 

Ⅱ （３） 稲毛区地域福祉計画推進協議会委員一覧 
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◎ 委員長  ○ 副委員長 

氏名（敬称略） 所属団体等 

○ 赤 間  美 惠 子 千葉市あんしんケアセンター桜木 

 安 藤  由 香 里 千葉市あんしんケアセンター大宮台 

 池 野  貢 生 若葉区精神障害者家族会 

 石 井  雅 男 千葉市社会福祉協議会26地区部会 

 石 川  茂 地域福祉活動者 

 市 原  勇 千葉市社会福祉協議会千城台東南・金親地区部会 

 江 口  忠 良 地域福祉活動者 

 尾 出  清 美 障害者支援施設「若葉泉の里」 

◎ 大 嶋  昭 公募 

 大 塚  匡 弘 千葉市社会福祉協議会若松地区部会 

 大 西  曉 志 千葉市社会福祉協議会御成台、千城台西・北地区部会 

 尾 﨑  誠 明 千葉市あんしんケアセンター千城台 

 片 岡  昭 朗 千葉市社会福祉協議会更科地区部会 

 加 藤  弘 明 千葉市社会福祉協議会千城小地区部会 

 香 取  昭 八 千葉市社会福祉協議会坂月地区部会 

 小 出  岩 男 千葉市社会福祉協議会桜木地区部会 

 武  孝 夫 千葉市社会福祉協議会加曾利地区部会 

○ 津 田  正 臣 公募 

○ 縫 部  隆 彦 千葉市社会福祉協議会結・みつわ台地区部会 

 萩 野  總 子 若葉区民生委員児童委員協議会 

 花 島  治 彦 社会福祉法人「新栄会」 

 布 施  正 勝 若葉区民生委員児童委員協議会 

 前 島  孝 夫 若葉区町内自治会連絡協議会 

 松 島  弘 美 若葉区民生委員児童委員協議会 

 松 野  壽 千葉市社会福祉協議会白井地区部会 

 萬 年  香 津 子 千葉市あんしんケアセンターみつわ台 

 山 内  興 明 千葉市社会福祉協議会都賀地区部会 

 山 谷  由 美 子 千葉市ボランティア連絡協議会 

 和 田  勝 紀 若葉区老人クラブ連合会 

 和 田  真 一 知的障害者更生施設「中野学園」 

 和 田  文 吉 千葉市社会福祉協議会小倉地区部会 

Ⅱ （４） 若葉区地域福祉計画推進協議会委員一覧 
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    （平成２７年３月３１日現在） 

 

◎ 委員長  ○ 副委員長 

氏名（敬称略） 所属団体等 

○ 赤 間  美 惠 子 千葉市あんしんケアセンター桜木 

 安 藤  由 香 里 千葉市あんしんケアセンター大宮台 

 池 野  貢 生 若葉区精神障害者家族会 

 石 井  雅 男 千葉市社会福祉協議会26地区部会 

 石 川  茂 地域福祉活動者 

 市 原  勇 千葉市社会福祉協議会千城台東南・金親地区部会 

 江 口  忠 良 地域福祉活動者 

 尾 出  清 美 障害者支援施設「若葉泉の里」 

◎ 大 嶋  昭 公募 

 大 塚  匡 弘 千葉市社会福祉協議会若松地区部会 

 大 西  曉 志 千葉市社会福祉協議会御成台、千城台西・北地区部会 

 尾 﨑  誠 明 千葉市あんしんケアセンター千城台 

 片 岡  昭 朗 千葉市社会福祉協議会更科地区部会 

 加 藤  弘 明 千葉市社会福祉協議会千城小地区部会 

 香 取  昭 八 千葉市社会福祉協議会坂月地区部会 

 小 出  岩 男 千葉市社会福祉協議会桜木地区部会 

 武  孝 夫 千葉市社会福祉協議会加曾利地区部会 

○ 津 田  正 臣 公募 

○ 縫 部  隆 彦 千葉市社会福祉協議会結・みつわ台地区部会 

 萩 野  總 子 若葉区民生委員児童委員協議会 

 花 島  治 彦 社会福祉法人「新栄会」 

 布 施  正 勝 若葉区民生委員児童委員協議会 

 前 島  孝 夫 若葉区町内自治会連絡協議会 

 松 島  弘 美 若葉区民生委員児童委員協議会 

 松 野  壽 千葉市社会福祉協議会白井地区部会 

 萬 年  香 津 子 千葉市あんしんケアセンターみつわ台 

 山 内  興 明 千葉市社会福祉協議会都賀地区部会 

 山 谷  由 美 子 千葉市ボランティア連絡協議会 

 和 田  勝 紀 若葉区老人クラブ連合会 

 和 田  真 一 知的障害者更生施設「中野学園」 

 和 田  文 吉 千葉市社会福祉協議会小倉地区部会 

Ⅱ （４） 若葉区地域福祉計画推進協議会委員一覧 
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   （平成２７年３月３１日現在） 

 

◎ 委員長  ○ 副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名（敬称略） 所属団体等 

 石 本  春 樹 特別養護老人ホーム ときわ園 

 烏 山  美 知 子 千葉市あんしんケアセンター誉田 

 江 澤  利 二 緑区民生委員児童委員協議会（第５１０地区） 

 大 槻  勝 三 緑区町内自治会連絡協議会（第１２地区連協） 

 岡 本  武 志 千葉市あんしんケアセンター鎌取 

◎ 岡 本  博 幸 千葉市社会福祉協議会椎名地区部会 

 奥 田  泰 行 千葉市社会福祉協議会誉田地区部会 

 鴨  省 次 郎 千葉市精神障害者南地域家族会 

 関 本  照 男 千葉市社会福祉協議会誉田地区部会 

○ 田 宮  妙 子 千葉市ボランティア連絡協議会 

 德 田  重 雄 緑区老人クラブ連合会 

 土 橋  華 奈 子 緑区町内自治会連絡協議会（第１４地区連協） 

 中 村  和 彦 NPO法人 すこやかネットみどり 

 中 村  輝 男 千葉市社会福祉協議会おゆみ野地区部会 

 根 本  静 雄 緑区民生委員児童委員協議会（第５０３地区） 

 野 﨑  芳 治 緑区町内自治会連絡協議会（第２３地区連協） 

 廣 田  健 次 千葉市身体障害者連合会 

 布 施  成 章 千葉市あんしんケアセンター土気 

 本 田  英 作 千葉市社会福祉協議会椎名地区部会 

○ 松 戸  照 彦 緑区町内自治会連絡協議会（第４４地区連協） 

 峰 村  清 二 千葉市社会福祉協議会土気地区部会 

Ⅱ （５） 緑区地域福祉計画推進協議会委員一覧  
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   （平成２７年３月３１日現在） 

 

◎ 委員長  ○ 副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

氏名（敬称略） 所属団体等 

 飯 野  勝 衛 公募 

○ 池 田  孝 子 千葉市社会福祉協議会稲毛海岸地区部会 

 伊 藤  正 昭  千葉市社会福祉協議会打瀬地区部会 

 巖 倉  勉 千葉市社会福祉協議会幸町2丁目地区部会 

 牛 木  耿 吉 郎 千葉市社会福祉協議会幸町一丁目地区部会 

 臼 田  稔 美浜区町内自治会連絡協議会幕張西中学校区（第30地区） 

 金 澤  英 昭 千葉市身体障害者連合会 

 熊 倉  英 雄 美浜区民生委員児童委員協議会 

 倉 又  安 嘉 千葉市ボランティア連絡協議会 

 佐久間  雄 二 美浜区町内自治会連絡協議会真砂中学校区（第31地区） 

 鈴 木  重 夫 美浜区町内自治会連絡協議会稲浜中学校区（第38地区） 

 田 井  あ け み 美浜区民生委員児童委員協議会 

 遠 山  孝 行 美浜区町内自治会連絡協議会打瀬中学校区（第47地区） 

 鳥 越  將 功 美浜区町内自治会連絡協議会磯辺中学校区（第33地区） 

◎ 長 岡  正 明 美浜区町内自治会連絡協議会幸町第一中学校区（第28地区） 

 成 田  英 雄 千葉市社会福祉協議会真砂地区部会 

 西 村  佳 錦 美浜区町内自治会連絡協議会幸町第二中学校区（第36地区） 

 平 川  文 雄 美浜区町内自治会連絡協議会高洲第一中学校区（第29地区） 

 平 島  弘 二 美浜区老人クラブ連合会 

 平 野  悦 子 千葉市社会福祉協議会幕張西地区部会 

 別 所  康 宏 千葉市社会福祉協議会磯辺地区部会 

 三 山  勝 江 千葉市社会福祉協議会高洲・高浜地区部会 

 籔 内  悟 公募 

Ⅱ （６） 美浜区地域福祉計画推進協議会委員一覧  
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   （平成２７年３月３１日現在） 

 

◎ 委員長  ○ 副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

氏名（敬称略） 所属団体等 

 飯 野  勝 衛 公募 

○ 池 田  孝 子 千葉市社会福祉協議会稲毛海岸地区部会 

 伊 藤  正 昭  千葉市社会福祉協議会打瀬地区部会 

 巖 倉  勉 千葉市社会福祉協議会幸町2丁目地区部会 

 牛 木  耿 吉 郎 千葉市社会福祉協議会幸町一丁目地区部会 

 臼 田  稔 美浜区町内自治会連絡協議会幕張西中学校区（第30地区） 

 金 澤  英 昭 千葉市身体障害者連合会 

 熊 倉  英 雄 美浜区民生委員児童委員協議会 

 倉 又  安 嘉 千葉市ボランティア連絡協議会 

 佐久間  雄 二 美浜区町内自治会連絡協議会真砂中学校区（第31地区） 

 鈴 木  重 夫 美浜区町内自治会連絡協議会稲浜中学校区（第38地区） 

 田 井  あ け み 美浜区民生委員児童委員協議会 

 遠 山  孝 行 美浜区町内自治会連絡協議会打瀬中学校区（第47地区） 

 鳥 越  將 功 美浜区町内自治会連絡協議会磯辺中学校区（第33地区） 

◎ 長 岡  正 明 美浜区町内自治会連絡協議会幸町第一中学校区（第28地区） 

 成 田  英 雄 千葉市社会福祉協議会真砂地区部会 

 西 村  佳 錦 美浜区町内自治会連絡協議会幸町第二中学校区（第36地区） 

 平 川  文 雄 美浜区町内自治会連絡協議会高洲第一中学校区（第29地区） 

 平 島  弘 二 美浜区老人クラブ連合会 

 平 野  悦 子 千葉市社会福祉協議会幕張西地区部会 

 別 所  康 宏 千葉市社会福祉協議会磯辺地区部会 

 三 山  勝 江 千葉市社会福祉協議会高洲・高浜地区部会 

 籔 内  悟 公募 

Ⅱ （６） 美浜区地域福祉計画推進協議会委員一覧  
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施策の 

方向性 

取組項目 
担当課 

掲載

Ｐ 事業・施策名 

１ 

利
用
し
や
す
い
サ
ー
ビ
ス
の
実
現 

（１）情報提供の充実 

1 区役所窓口改革の推進 区政推進課 40

2 市役所コールセンター 広報広聴課 40

3 障害者に対する情報提供 
障害者自立支援課 
障害福祉サービス課 40

4 多様な手法による情報提供 全庁 40

（２）相談や苦情の受付体制の充実 

5 保健福祉センター「保健福祉総合相談窓口」 保健福祉総務課 41

6 あんしんケアセンターの機能強化 地域包括ケア推進課 41

7 障害者相談支援事業 障害福祉サービス課 41

8 発達障害者支援センターの運営 障害者自立支援課 41

9 精神保健福祉相談 精神保健福祉課 41

10 こころの健康センターでの支援 こころの健康センター 41

11 教育相談事業 教育委員会養護教育センター 41

12 子ども・若者総合相談事業 
健全育成課 
青少年サポートセンター 41

13 子どもの相談・支援体制の強化 
こども家庭支援課 

児童相談所 
42

14 出産、育児の相談 健康支援課 42

15 子育て支援コンシェルジュ 保育支援課 42

16 子育て支援館の運営 保育支援課 42

17 地域子育て支援センター、子育てリラックス館の運営 保育支援館 42

18 ハーモニー相談室（女性専用） 男性専用相談 男女共同参画課 42

19 ふるさとハローワーク事業 経済企画課 42

（３）サービスの質向上と提供体制の充実 

20 社会福祉関係者の研修の実施 地域福祉課 42

21 社会福祉法人等への指導監督 地域福祉課 43

22 在宅医療と介護の連携 
地域包括ケア推進課 
健康企画課 
高齢福祉課 

43

23 あんしんケアセンターの機能強化（再掲） 地域包括ケア推進課 43

24 生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進 
地域包括ケア推進課 
高齢福祉課 43

25 介護人材の確保と定着の取組み(介護職員初任者研修受講者支援) 介護保険課 43

26 介護相談員派遣事業の充実 介護保険課 43

27 保健福祉センターの活用 保健福祉総務課 43

２ 

く
ら
し
を
守
る
取
組
み 

（４）人権を尊重する取組み 

28 人権週間等における人権啓発活動 男女共同参画課 44

29 日常生活自立支援事業・法人後見事業への支援 地域福祉課 44

30 認知症施策の推進 地域包括ケア推進課 44

31 成年後見制度の利用促進 
高齢福祉課 
障害者自立支援課 44

32 高齢者虐待への対応 高齢福祉課 44

33 障害者虐待への対応 障害者自立支援課 45

34 児童虐待・ＤＶへの対応 
こども家庭支援課 
児童相談所 45

35 児童虐待防止推進月間における啓発活動 
こども家庭支援課 
児童相談所 45

36 保育施設における児童虐待への対応 保育運営課 45

Ⅲ 掲載事業一覧 （第４章 市の取組み） 
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施策の 

方向性 

 取組項目 
担当課 

掲載

Ｐ

 

事業・施策名 

２ 

く
ら
し
を
守
る
取
組
み 

（５）要支援者の支援 

37 避難行動要支援者への対応 防災対策課 45

38 孤独死防止通報制度の運用 地域福祉課 45

39 安心電話・緊急通報装置の設置、SOSネットワークの整備 
高齢福祉課 

地域包括ケア推進課 
46

40 精神科救急医療システム 精神保健福祉課 46

41 応急手当普及啓発事業 救急課 46

（６）生活困窮者への支援 

42 千葉市生活自立・仕事相談センター 保護課 46

43 ホームレス対策 保護課 46

３ 

民
間
と
の
連
携
協
働
と
活
動
支
援

（７）民間との連携とコミュニティビジネスの促進 

44 民間等との包括提携協定 
政策調整課 

経済企画課 
47

45 公益活動団体の連携促進 市民自治推進課 47

46 民間企業と連携した高齢者の見守り支援 高齢福祉課 47

47 コミュニティビジネスの支援 産業支援課 47

（８）千葉市社会福祉協議会への活動支援 

48 コミュニティソーシャルワーカーの活動支援 地域福祉課 48

49 区推進計画のための連携 地域福祉課 48

50 市社協の活動支援 地域福祉課 48

４ 

交
流
の
機
会
創
出
と
社
会
参
加
の
促
進 

（９）交流の機会創出と社会参加の促進  

51 地域福祉交流館の運営 地域福祉課 49

52 老人クラブ活動の充実強化 高齢福祉課 49

53 シルバー人材センターの充実 高齢福祉課 49

54 いきいきプラザ・センターの運営 高齢施設課 49

55 いきいき活動外出支援事業 高齢施設課 49

56 介護支援ボランティア制度の運用 介護保険課 49

57 障害者の就労支援 障害者自立支援課 50

58 トイライブラリー運営事業 障害者自立支援課 50

59 障害者スポーツ大会等の開催 障害者自立支援課 50

60 地域活動支援センターの運営支援 障害福祉サービス課 50

61 
障害者福祉センター・療育センター・ふれあいの家における各種講座の

開催 
障害福祉サービス課 50

62 長柄げんきキャンプ 教育委員会指導課 50

63 こどもカフェの運営 こども企画課 50

64 子ども交流館 こども企画課 50

65 放課後子ども教室推進事業 教育委員会生涯学習振興課 50

66 子育て支援館の運営（再掲） 保育支援課 50

67 地域子育て支援センター、子育てリラックス館の運営（再掲） 保育支援課 51

68 保育所（園）地域活動事業 保育運営課 51

69 母子家庭等の就業自立支援 こども家庭支援課 51

70 学校支援地域本部事業 教育委員会学事課 51

（１０）健康づくり 

71 学校体育施設開放事業 スポーツ振興課 51

72 健康づくり事業 健康支援課 51

73 ヘルスサポーターの養成 健康支援課 51

74 食生活改善推進員の養成 健康支援課 51
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施策の 

方向性 

 取組項目 
担当課 

掲載

Ｐ

 

事業・施策名 

２ 

く
ら
し
を
守
る
取
組
み 

（５）要支援者の支援 

37 避難行動要支援者への対応 防災対策課 45

38 孤独死防止通報制度の運用 地域福祉課 45

39 安心電話・緊急通報装置の設置、SOSネットワークの整備 
高齢福祉課 

地域包括ケア推進課 
46

40 精神科救急医療システム 精神保健福祉課 46

41 応急手当普及啓発事業 救急課 46

（６）生活困窮者への支援 

42 千葉市生活自立・仕事相談センター 保護課 46

43 ホームレス対策 保護課 46

３ 

民
間
と
の
連
携
協
働
と
活
動
支
援

（７）民間との連携とコミュニティビジネスの促進 

44 民間等との包括提携協定 
政策調整課 

経済企画課 
47

45 公益活動団体の連携促進 市民自治推進課 47

46 民間企業と連携した高齢者の見守り支援 高齢福祉課 47

47 コミュニティビジネスの支援 産業支援課 47

（８）千葉市社会福祉協議会への活動支援 

48 コミュニティソーシャルワーカーの活動支援 地域福祉課 48

49 区推進計画のための連携 地域福祉課 48

50 市社協の活動支援 地域福祉課 48

４ 

交
流
の
機
会
創
出
と
社
会
参
加
の
促
進 

（９）交流の機会創出と社会参加の促進  

51 地域福祉交流館の運営 地域福祉課 49

52 老人クラブ活動の充実強化 高齢福祉課 49

53 シルバー人材センターの充実 高齢福祉課 49

54 いきいきプラザ・センターの運営 高齢施設課 49

55 いきいき活動外出支援事業 高齢施設課 49

56 介護支援ボランティア制度の運用 介護保険課 49

57 障害者の就労支援 障害者自立支援課 50

58 トイライブラリー運営事業 障害者自立支援課 50

59 障害者スポーツ大会等の開催 障害者自立支援課 50

60 地域活動支援センターの運営支援 障害福祉サービス課 50

61 
障害者福祉センター・療育センター・ふれあいの家における各種講座の

開催 
障害福祉サービス課 50

62 長柄げんきキャンプ 教育委員会指導課 50

63 こどもカフェの運営 こども企画課 50

64 子ども交流館 こども企画課 50

65 放課後子ども教室推進事業 教育委員会生涯学習振興課 50

66 子育て支援館の運営（再掲） 保育支援課 50

67 地域子育て支援センター、子育てリラックス館の運営（再掲） 保育支援課 51

68 保育所（園）地域活動事業 保育運営課 51

69 母子家庭等の就業自立支援 こども家庭支援課 51

70 学校支援地域本部事業 教育委員会学事課 51

（１０）健康づくり 

71 学校体育施設開放事業 スポーツ振興課 51

72 健康づくり事業 健康支援課 51

73 ヘルスサポーターの養成 健康支援課 51

74 食生活改善推進員の養成 健康支援課 51
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施策の 

方向性 

取組項目 
担当課 

掲載

Ｐ 事業・施策名 

５ 

支
え
合
い
の
仕
組
み
づ
く
り 

（１１）相談体制と情報提供の充実 

75 地域福祉に関する情報提供 地域福祉課 52

76 民生委員・児童委員活動への支援 地域福祉課 52

77 ボランティアに関する情報の発信 

地域福祉課 

市民自治推進課 

国際交流課 

教育委員会生涯学習振興課

52

78 地域保健推進員活動 健康支援課 52

79 子育てサポーター・家庭教育アドバイザー配置事業 教育委員会生涯学習振興課 52

（１２）要支援者を支える仕組みづくりと地域団体の活性化 

 

80 避難行動要支援者への対応（再掲） 防災対策課 53

81 地域運営委員会の設立促進 市民自治推進課 53

82 ちばし消費者応援団登録 消費生活センター 53

83 各区支え合いのまち推進協議会の開催 地域福祉課 53

84 地域福祉交流館の運営（再掲） 地域福祉課 53

85 社協地区部会活動の支援 地域福祉課 53

86 高齢者生活支援サービス基盤づくり 地域包括ケア推進課 53

87 精神障害者家族会への支援 精神保健福祉課 53

88 障害のある子どもの学校生活サポート 教育委員会養護教育センター 53

89 子育てに関する地域貢献活動への市職員への参加の促進 給与課 54

90 子育てサークルの支援 健康支援課 54

91 ファミリー・サポート・センター事業 保育支援課 54

92 地域と連携した空き家有効活用事業 住宅政策課 54

93 学校施設開放の推進 教育委員会企画課 54

94 地域づくり拠点としての公民館の活用 教育委員会生涯学習振興課 54

95 区地域活性化支援事業 各区地域振興課 54

（１３）見守り体制の構築  

96 地域見守り活動支援事業 高齢福祉課 54

97 学校セーフティウォッチ 教育委員会学事課 55

98 美浜区見守りネットワーク 美浜区役所地域振興課 55

（１４）防犯に対する取組み  

99 市民防犯活動の支援 地域安全課 55

100 地域防犯ネットワークの推進 地域安全課 55

101 交通安全対策 地域安全課 55

102 くらしの巡回講座の実施 消費生活センター 55

103 保護司の活動支援 地域福祉課 55

104 こども１１０番のいえ 健全育成課 55

105 防犯ウォーキングの推進 各区地域振興課 56

（１５）防災に対する取組み  

106 土砂災害警戒区域等における警戒避難体制の整備 危機管理課 56

107 自主防災組織の育成 防災対策課 56

108 避難行動要支援者への対応（再掲） 防災対策課 56

109 避難所運営委員会の設立促進 防災対策課 56

110 防災備蓄品の整備 防災対策課 56

111 災害情報ネットワーク 防災対策課 56

112 災害時におけるボランティア体制の整備 地域福祉課 56
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施策の 

方向性 

取組項目 
担当課 

掲載

Ｐ 事業・施策名 

６ 

福
祉
教
育
と
人
材
育
成 

（１６）福祉教育・啓発 

113 市政出前講座 広報広聴課 57

114 福祉教育の推進 地域福祉課 57

115 ボランティア講座開催支援 地域福祉課 57

116 障害者福祉大会の開催 障害者自立支援課 57

117 障害者週間における啓発活動 障害者自立支援課 57

118 児童福祉週間における啓発活動 こども家庭支援課 57

119 学校・家庭・地域連携まちづくり推進事業 教育委員会指導課 57

120 学校における総合的な学習の時間を通しての福祉教育 教育委員会指導課 57

121 千葉市科学館の利用促進 教育委員会生涯学習振興課 57

（１７）人材確保とボランティア活動の促進 

122 国際交流ボランティアの育成・活動支援の推進 国際交流課 58

123 市民のボランティア・ＮＰＯ活動参加の促進 市民自治推進課 58

124 ボランティア活動補償制度 市民自治推進課 58

125 民生委員協力員 地域福祉課 58

126 ボランティア活動の促進 地域福祉課 58

127 ヘルスサポーターの養成（再掲） 健康支援課 58

128 食生活改善推進員の養成（再掲） 健康支援課 59

129 認知症サポーター養成講座 地域包括ケア推進課 59

130 学校支援地域本部（再掲） 教育委員会学事課 59

131 生涯学習センター・公民館等における指導者及び各種ボランティア養成 教育委員会生涯学習振興課 59

132 応急手当普及啓発事業（再掲） 救急課 59

133 防犯ウォーキングの推進（再掲） 各区地域振興課 59

７ 

く
ら
し
や
す
い
環
境
づ
く
り

（１８）まちの基盤整備  

134 バリアフリーのまちづくりの推進 

交通政策課 

建築指導課 

公園管理課 

維持管理課 

自転車対策課 

教育委員会学校施設課

60

135 交通アクセスの確保 交通政策課 60

136 交通安全総点検 各区地域振興課 60
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施策の 

方向性 

取組項目 
担当課 

掲載

Ｐ 事業・施策名 

６ 

福
祉
教
育
と
人
材
育
成 

（１６）福祉教育・啓発 

113 市政出前講座 広報広聴課 57

114 福祉教育の推進 地域福祉課 57

115 ボランティア講座開催支援 地域福祉課 57

116 障害者福祉大会の開催 障害者自立支援課 57

117 障害者週間における啓発活動 障害者自立支援課 57

118 児童福祉週間における啓発活動 こども家庭支援課 57

119 学校・家庭・地域連携まちづくり推進事業 教育委員会指導課 57

120 学校における総合的な学習の時間を通しての福祉教育 教育委員会指導課 57

121 千葉市科学館の利用促進 教育委員会生涯学習振興課 57

（１７）人材確保とボランティア活動の促進 

122 国際交流ボランティアの育成・活動支援の推進 国際交流課 58

123 市民のボランティア・ＮＰＯ活動参加の促進 市民自治推進課 58

124 ボランティア活動補償制度 市民自治推進課 58

125 民生委員協力員 地域福祉課 58

126 ボランティア活動の促進 地域福祉課 58

127 ヘルスサポーターの養成（再掲） 健康支援課 58

128 食生活改善推進員の養成（再掲） 健康支援課 59

129 認知症サポーター養成講座 地域包括ケア推進課 59

130 学校支援地域本部（再掲） 教育委員会学事課 59

131 生涯学習センター・公民館等における指導者及び各種ボランティア養成 教育委員会生涯学習振興課 59

132 応急手当普及啓発事業（再掲） 救急課 59

133 防犯ウォーキングの推進（再掲） 各区地域振興課 59

７ 

く
ら
し
や
す
い
環
境
づ
く
り

（１８）まちの基盤整備  

134 バリアフリーのまちづくりの推進 

交通政策課 

建築指導課 

公園管理課 

維持管理課 

自転車対策課 

教育委員会学校施設課

60

135 交通アクセスの確保 交通政策課 60

136 交通安全総点検 各区地域振興課 60
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（１）町丁別人口（平成26年9月 30日現在の住民基本台帳人口） ※データの一部は非公開 

町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

中央区合計 98,385 201,162 25,505 12.7% 43,936 21.8% 20,432 10.2%

 青葉町        1,071  2,924 473 16.2% 530 18.1% 235 8.0%

 赤井町        601  1,467 248 16.9% 364 24.8% 208 14.2%

 旭町         514  980 106 10.8% 272 27.8% 151 15.4%

 市場町        216  373 31 8.3% 98 26.3% 55 14.7%

 亥鼻１丁目      380  479 30 6.3% 64 13.4% 27 5.6%

 亥鼻２丁目      216  466 68 14.6% 106 22.7% 60 12.9%

 亥鼻３丁目      287  546 44 8.1% 175 32.1% 99 18.1%

 今井町        458  855 50 5.8% 274 32.0% 123 14.4%

 今井１丁目      816  1,440 116 8.1% 304 21.1% 171 11.9%

 今井２丁目      708  1,221 123 10.1% 231 18.9% 122 10.0%

 今井３丁目      724  1,329 145 10.9% 221 16.6% 114 8.6%

 院内１丁目      406  575 22 3.8% 156 27.1% 102 17.7%

 院内２丁目      431  791 60 7.6% 250 31.6% 115 14.5%

 稲荷町１丁目     313  699 109 15.6% 134 19.2% 65 9.3%

 稲荷町２丁目     324  585 44 7.5% 135 23.1% 68 11.6%

 稲荷町３丁目     379  659 63 9.6% 108 16.4% 55 8.3%

 鵜の森町       486  1,115 159 14.3% 242 21.7% 112 10.0%

 大森町        2,494  5,274 613 11.6% 1,277 24.2% 609 11.5%

 生実町        2,936  6,855 827 12.1% 1,833 26.7% 812 11.8%

 春日１丁目      664  1,353 193 14.3% 280 20.7% 133 9.8%

 春日２丁目      782  1,558 233 15.0% 210 13.5% 91 5.8%

 葛城１丁目      331  755 114 15.1% 155 20.5% 74 9.8%

 葛城２丁目      618  1,099 93 8.5% 308 28.0% 159 14.5%

 葛城３丁目      532  1,057 126 11.9% 258 24.4% 124 11.7%

 要町         395  600 47 7.8% 128 21.3% 64 10.7%

 亀井町        381  684 42 6.1% 249 36.4% 127 18.6%

 亀岡町        262  557 64 11.5% 159 28.5% 90 16.2%

 川崎町        0  0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

 川戸町        1,545  3,482 415 11.9% 1,082 31.1% 509 14.6%

 栄町         274  420 20 4.8% 114 27.1% 54 12.9%

 寒川町１丁目     333  590 48 8.1% 172 29.2% 85 14.4%

 寒川町２丁目     318  581 44 7.6% 169 29.1% 85 14.6%

 寒川町３丁目     456  876 69 7.9% 257 29.3% 136 15.5%

 塩田町        624  1,304 162 12.4% 285 21.9% 126 9.7%

 汐見丘町       677  1,359 186 13.7% 259 19.1% 137 10.1%

 白旗１丁目      646  1,096 89 8.1% 457 41.7% 214 19.5%

 白旗２丁目      662  1,252 93 7.4% 429 34.3% 172 13.7%

 白旗３丁目      697  1,504 194 12.9% 384 25.5% 199 13.2%

 新宿１丁目      1,248  2,084 196 9.4% 398 19.1% 181 8.7%

 新宿２丁目      1,621  3,575 718 20.1% 342 9.6% 141 3.9%

 新千葉１丁目     14  14 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

 新千葉２丁目     419  626 27 4.3% 148 23.6% 85 13.6%

 新千葉３丁目     598  1,066 120 11.3% 210 19.7% 111 10.4%

 新田町        950  1,642 182 11.1% 281 17.1% 121 7.4%

 新町         304  497 38 7.6% 92 18.5% 47 9.5%

Ⅳ 各種統計データ 等 
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町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

 神明町        1,862  3,539 506 14.3% 619 17.5% 265 7.5%

 末広１丁目      483  915 114 12.5% 176 19.2% 77 8.4%

 末広２丁目      429  896 137 15.3% 159 17.7% 63 7.0%

 末広３丁目      556  1,129 154 13.6% 190 16.8% 78 6.9%

 末広４丁目      455  816 95 11.6% 123 15.1% 55 6.7%

 末広５丁目      314  582 80 13.7% 49 8.4% 14 2.4%

 蘇我町１丁目     3  3 ― ― ― ― ― ― 

 蘇我町２丁目     10  25 3 12.0% 8 32.0% 3 12.0%

 蘇我１丁目      838  1,506 130 8.6% 289 19.2% 131 8.7%

 蘇我２丁目      548  1,226 212 17.3% 168 13.7% 69 5.6%

 蘇我３丁目      893  2,243 482 21.5% 263 11.7% 119 5.3%

 蘇我４丁目      454  1,242 301 24.2% 106 8.5% 37 3.0%

 蘇我５丁目      959  2,076 272 13.1% 367 17.7% 145 7.0%

 大巌寺町       1,033  1,955 129 6.6% 647 33.1% 301 15.4%

 千葉寺町       3,295  7,316 1,069 14.6% 1,472 20.1% 637 8.7%

 千葉港        1,258  3,433 743 21.6% 321 9.4% 88 2.6%

 中央１丁目      201  321 31 9.7% 50 15.6% 19 5.9%

 中央２丁目      184  314 36 11.5% 38 12.1% 16 5.1%

 中央３丁目      599  1,198 186 15.5% 178 14.9% 84 7.0%

 中央４丁目      204  288 5 1.7% 58 20.1% 38 13.2%

 中央港１丁目     1,108  2,304 409 17.8% 346 15.0% 218 9.5%

 中央港２丁目     1  3 ― ― ― ― ― ― 

 椿森１丁目      676  1,214 97 8.0% 304 25.0% 144 11.9%

 椿森２丁目      438  958 127 13.3% 229 23.9% 115 12.0%

 椿森３丁目      653  1,215 109 9.0% 360 29.6% 186 15.3%

 椿森４丁目      119  197 27 13.7% 22 11.2% 12 6.1%

 椿森５丁目      325  493 38 7.7% 125 25.4% 55 11.2%

 椿森６丁目      364  711 75 10.5% 184 25.9% 87 12.2%

 鶴沢町        463  861 77 8.9% 237 27.5% 115 13.4%

 出洲港        617  1,112 130 11.7% 182 16.4% 68 6.1%

 道場北町       1  3 ― ― ― ― ― ― 

 道場北１丁目     765  1,339 113 8.4% 372 27.8% 168 12.5%

 道場北２丁目     510  936 68 7.3% 230 24.6% 92 9.8%

 道場南１丁目     544  1,127 159 14.1% 268 23.8% 148 13.1%

 道場南２丁目     600  1,142 115 10.1% 338 29.6% 168 14.7%

 問屋町        1,461  3,630 861 23.7% 226 6.2% 85 2.3%

 長洲１丁目      797  1,303 110 8.4% 279 21.4% 130 10.0%

 長洲２丁目      618  1,052 62 5.9% 353 33.6% 195 18.5%

 新浜町        0  0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

 仁戸名町       4,015  8,370 838 10.0% 2,606 31.1% 1,342 16.0%

 登戸１丁目      722  1,291 112 8.7% 235 18.2% 96 7.4%

 登戸２丁目      535  989 111 11.2% 163 16.5% 77 7.8%

 登戸３丁目      643  1,397 184 13.2% 254 18.2% 124 8.9%

 登戸４丁目      475  968 121 12.5% 197 20.4% 117 12.1%

 登戸５丁目      624  1,428 220 15.4% 276 19.3% 130 9.1%

 花輪町        282  684 48 7.0% 217 31.7% 89 13.0%

 浜野町        3,113  6,578 869 13.2% 1,531 23.3% 656 10.0%

 東本町        325  651 80 12.3% 188 28.9% 91 14.0%

 東千葉１丁目     652  1,380 118 8.6% 531 38.5% 172 12.5%

 東千葉２丁目     1,126  2,481 268 10.8% 619 24.9% 219 8.8%
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町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

 神明町        1,862  3,539 506 14.3% 619 17.5% 265 7.5%

 末広１丁目      483  915 114 12.5% 176 19.2% 77 8.4%

 末広２丁目      429  896 137 15.3% 159 17.7% 63 7.0%

 末広３丁目      556  1,129 154 13.6% 190 16.8% 78 6.9%

 末広４丁目      455  816 95 11.6% 123 15.1% 55 6.7%

 末広５丁目      314  582 80 13.7% 49 8.4% 14 2.4%

 蘇我町１丁目     3  3 ― ― ― ― ― ― 

 蘇我町２丁目     10  25 3 12.0% 8 32.0% 3 12.0%

 蘇我１丁目      838  1,506 130 8.6% 289 19.2% 131 8.7%

 蘇我２丁目      548  1,226 212 17.3% 168 13.7% 69 5.6%

 蘇我３丁目      893  2,243 482 21.5% 263 11.7% 119 5.3%

 蘇我４丁目      454  1,242 301 24.2% 106 8.5% 37 3.0%

 蘇我５丁目      959  2,076 272 13.1% 367 17.7% 145 7.0%

 大巌寺町       1,033  1,955 129 6.6% 647 33.1% 301 15.4%

 千葉寺町       3,295  7,316 1,069 14.6% 1,472 20.1% 637 8.7%

 千葉港        1,258  3,433 743 21.6% 321 9.4% 88 2.6%

 中央１丁目      201  321 31 9.7% 50 15.6% 19 5.9%

 中央２丁目      184  314 36 11.5% 38 12.1% 16 5.1%

 中央３丁目      599  1,198 186 15.5% 178 14.9% 84 7.0%

 中央４丁目      204  288 5 1.7% 58 20.1% 38 13.2%

 中央港１丁目     1,108  2,304 409 17.8% 346 15.0% 218 9.5%

 中央港２丁目     1  3 ― ― ― ― ― ― 

 椿森１丁目      676  1,214 97 8.0% 304 25.0% 144 11.9%

 椿森２丁目      438  958 127 13.3% 229 23.9% 115 12.0%

 椿森３丁目      653  1,215 109 9.0% 360 29.6% 186 15.3%

 椿森４丁目      119  197 27 13.7% 22 11.2% 12 6.1%

 椿森５丁目      325  493 38 7.7% 125 25.4% 55 11.2%

 椿森６丁目      364  711 75 10.5% 184 25.9% 87 12.2%

 鶴沢町        463  861 77 8.9% 237 27.5% 115 13.4%

 出洲港        617  1,112 130 11.7% 182 16.4% 68 6.1%

 道場北町       1  3 ― ― ― ― ― ― 

 道場北１丁目     765  1,339 113 8.4% 372 27.8% 168 12.5%

 道場北２丁目     510  936 68 7.3% 230 24.6% 92 9.8%

 道場南１丁目     544  1,127 159 14.1% 268 23.8% 148 13.1%

 道場南２丁目     600  1,142 115 10.1% 338 29.6% 168 14.7%

 問屋町        1,461  3,630 861 23.7% 226 6.2% 85 2.3%

 長洲１丁目      797  1,303 110 8.4% 279 21.4% 130 10.0%

 長洲２丁目      618  1,052 62 5.9% 353 33.6% 195 18.5%

 新浜町        0  0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

 仁戸名町       4,015  8,370 838 10.0% 2,606 31.1% 1,342 16.0%

 登戸１丁目      722  1,291 112 8.7% 235 18.2% 96 7.4%

 登戸２丁目      535  989 111 11.2% 163 16.5% 77 7.8%

 登戸３丁目      643  1,397 184 13.2% 254 18.2% 124 8.9%

 登戸４丁目      475  968 121 12.5% 197 20.4% 117 12.1%

 登戸５丁目      624  1,428 220 15.4% 276 19.3% 130 9.1%

 花輪町        282  684 48 7.0% 217 31.7% 89 13.0%

 浜野町        3,113  6,578 869 13.2% 1,531 23.3% 656 10.0%

 東本町        325  651 80 12.3% 188 28.9% 91 14.0%

 東千葉１丁目     652  1,380 118 8.6% 531 38.5% 172 12.5%

 東千葉２丁目     1,126  2,481 268 10.8% 619 24.9% 219 8.8%
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町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

 東千葉３丁目     211  482 38 7.9% 196 40.7% 68 14.1%

 富士見１丁目     122  215 24 11.2% 36 16.7% 14 6.5%

 富士見２丁目     47  86 5 5.8% 42 48.8% 24 27.9%

 弁天１丁目      719  1,205 114 9.5% 186 15.4% 82 6.8%

 弁天２丁目      654  1,163 82 7.1% 331 28.5% 169 14.5%

 弁天３丁目      469  900 125 13.9% 178 19.8% 86 9.6%

 弁天４丁目      415  816 96 11.8% 174 21.3% 90 11.0%

 星久喜町       2,869  6,187 865 14.0% 1,588 25.7% 825 13.3%

 本千葉町       509  830 91 11.0% 120 14.5% 43 5.2%

 本町１丁目      325  532 26 4.9% 149 28.0% 79 14.8%

 本町２丁目      436  795 74 9.3% 183 23.0% 91 11.4%

 本町３丁目      235  389 22 5.7% 93 23.9% 42 10.8%

 松ケ丘町       1,253  2,775 323 11.6% 810 29.2% 415 15.0%

 松波１丁目      495  911 108 11.9% 140 15.4% 72 7.9%

 松波２丁目      832  1,409 108 7.7% 370 26.3% 194 13.8%

 松波３丁目      571  1,151 126 10.9% 304 26.4% 164 14.2%

 松波４丁目      543  978 75 7.7% 310 31.7% 161 16.5%

 港町         689  1,382 185 13.4% 270 19.5% 142 10.3%

 南生実町       1,504  3,585 434 12.1% 994 27.7% 425 11.9%

 南町１丁目      559  1,420 350 24.6% 123 8.7% 40 2.8%

 南町２丁目      860  1,627 227 14.0% 159 9.8% 72 4.4%

 南町３丁目      918  1,746 193 11.1% 346 19.8% 155 8.9%

 都町         2,170  4,828 633 13.1% 1,182 24.5% 517 10.7%

 都町１丁目      1,284  2,651 388 14.6% 487 18.4% 207 7.8%

 都町２丁目      478  880 124 14.1% 177 20.1% 68 7.7%

 都町３丁目      390  647 54 8.3% 176 27.2% 82 12.7%

 宮崎町        3,179  7,859 1,309 16.7% 1,192 15.2% 513 6.5%

 宮崎１丁目      944  1,442 130 9.0% 163 11.3% 78 5.4%

 宮崎２丁目      831  1,607 240 14.9% 243 15.1% 81 5.0%

 村田町        2,443  5,340 700 13.1% 1,128 21.1% 448 8.4%

 矢作町        2,214  4,492 462 10.3% 1,145 25.5% 610 13.6%

 祐光１丁目      788  1,551 188 12.1% 348 22.4% 143 9.2%

 祐光２丁目      891  1,430 107 7.5% 346 24.2% 129 9.0%

 祐光３丁目      177  319 44 13.8% 68 21.3% 31 9.7%

 祐光４丁目      493  883 93 10.5% 210 23.8% 84 9.5%

 若草１丁目      607  1,545 266 17.2% 213 13.8% 81 5.2%

 

町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

花見川区合計 80,653  178,071 21,640 12.2% 44,527 25.0% 18,657 10.5%

 朝日ケ丘町      0  0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

 天戸町        839  1,853 143 7.7% 634 34.2% 250 13.5%

 朝日ケ丘１丁目    612  1,456 148 10.2% 442 30.4% 167 11.5%

 朝日ケ丘２丁目    1,510  3,388 247 7.3% 1,030 30.4% 274 8.1%

 朝日ケ丘３丁目    1,247  2,914 327 11.2% 620 21.3% 243 8.3%

 朝日ケ丘４丁目    1,012  2,364 292 12.4% 620 26.2% 315 13.3%

 朝日ケ丘５丁目    594  1,381 151 10.9% 529 38.3% 194 14.0%

 内山町        249  399 28 7.0% 101 25.3% 37 9.3%

 宇那谷町       118  302 25 8.3% 101 33.4% 49 16.2%
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町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

 柏井町        426  930 89 9.6% 328 35.3% 166 17.8%

 柏井１丁目      792  1,733 144 8.3% 692 39.9% 314 18.1%

 柏井４丁目      905  2,037 194 9.5% 635 31.2% 262 12.9%

 検見川町１丁目    591  1,104 88 8.0% 335 30.3% 162 14.7%

 検見川町２丁目    695  1,365 147 10.8% 278 20.4% 134 9.8%

 検見川町３丁目    2,413  5,170 734 14.2% 864 16.7% 407 7.9%

 検見川町５丁目    1,547  3,370 457 13.6% 774 23.0% 375 11.1%

 犢橋町        1,298  2,833 426 15.0% 723 25.5% 297 10.5%

 こてはし台１丁目   360  846 84 9.9% 389 46.0% 184 21.7%

 こてはし台２丁目   371  836 78 9.3% 378 45.2% 165 19.7%

 こてはし台３丁目   411  914 69 7.5% 412 45.1% 176 19.3%

 こてはし台４丁目   534  1,162 89 7.7% 511 44.0% 232 20.0%

 こてはし台５丁目   396  885 62 7.0% 456 51.5% 178 20.1%

 こてはし台６丁目   754  1,775 133 7.5% 845 47.6% 343 19.3%

 作新台１丁目     493  1,201 125 10.4% 471 39.2% 244 20.3%

 作新台２丁目     700  1,708 182 10.7% 547 32.0% 225 13.2%

 作新台３丁目     465  985 90 9.1% 282 28.6% 116 11.8%

 作新台４丁目     417  1,051 69 6.6% 225 21.4% 68 6.5%

 作新台５丁目     457  1,129 161 14.3% 277 24.5% 81 7.2%

 作新台６丁目     609  1,351 139 10.3% 383 28.3% 118 8.7%

 作新台７丁目     277  683 90 13.2% 145 21.2% 53 7.8%

 作新台８丁目     649  1,556 195 12.5% 428 27.5% 135 8.7%

 さつきが丘１丁目   1,898  4,105 442 10.8% 1,314 32.0% 570 13.9%

 さつきが丘２丁目   2,262  4,722 530 11.2% 1,457 30.9% 544 11.5%

 三角町        969  2,167 220 10.2% 665 30.7% 212 9.8%

 大日町        354  625 36 5.8% 220 35.2% 108 17.3%

 武石町１丁目     349  852 76 8.9% 260 30.5% 133 15.6%

 武石町２丁目     724  1,435 140 9.8% 370 25.8% 174 12.1%

 千種町        2,640  5,796 730 12.6% 1,434 24.7% 531 9.2%

 長作町        2,257  5,442 678 12.5% 1,360 25.0% 532 9.8%

 浪花町        1,297  3,070 476 15.5% 635 20.7% 297 9.7%

 長作台１丁目     356  812 78 9.6% 295 36.3% 122 15.0%

 長作台２丁目     644  1,479 152 10.3% 534 36.1% 243 16.4%

 西小中台       981  1,929 182 9.4% 701 36.3% 279 14.5%

 畑町         2,119  4,959 681 13.7% 1,321 26.6% 566 11.4%

 花島町        313  639 55 8.6% 231 36.2% 133 20.8%

 花園町        1,255  2,876 372 12.9% 613 21.3% 277 9.6%

 花園１丁目      477  882 68 7.7% 248 28.1% 153 17.3%

 花園２丁目      581  1,155 146 12.6% 236 20.4% 109 9.4%

 花園３丁目      597  1,291 150 11.6% 324 25.1% 201 15.6%

 花園４丁目      352  751 69 9.2% 226 30.1% 98 13.0%

 花園５丁目      314  677 86 12.7% 199 29.4% 100 14.8%

 花見川        3  5 ― ― ― ― ― ― 

 花見川１        961  2,032 215 10.6% 772 38.0% 358 17.6%

 花見川２        1,355  2,727 266 9.8% 955 35.0% 384 14.1%

 花見川３        602  1,259 113 9.0% 455 36.1% 195 15.5%

 花見川４        768  1,534 176 11.5% 443 28.9% 192 12.5%

 花見川５        101  208 ― ― ― ― ― ― 

 花見川６        504  1,028 68 6.6% 474 46.1% 208 20.2%

 花見川７        836  1,558 114 7.3% 686 44.0% 304 19.5%
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町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

 柏井町        426  930 89 9.6% 328 35.3% 166 17.8%

 柏井１丁目      792  1,733 144 8.3% 692 39.9% 314 18.1%

 柏井４丁目      905  2,037 194 9.5% 635 31.2% 262 12.9%

 検見川町１丁目    591  1,104 88 8.0% 335 30.3% 162 14.7%

 検見川町２丁目    695  1,365 147 10.8% 278 20.4% 134 9.8%

 検見川町３丁目    2,413  5,170 734 14.2% 864 16.7% 407 7.9%

 検見川町５丁目    1,547  3,370 457 13.6% 774 23.0% 375 11.1%

 犢橋町        1,298  2,833 426 15.0% 723 25.5% 297 10.5%

 こてはし台１丁目   360  846 84 9.9% 389 46.0% 184 21.7%

 こてはし台２丁目   371  836 78 9.3% 378 45.2% 165 19.7%

 こてはし台３丁目   411  914 69 7.5% 412 45.1% 176 19.3%

 こてはし台４丁目   534  1,162 89 7.7% 511 44.0% 232 20.0%

 こてはし台５丁目   396  885 62 7.0% 456 51.5% 178 20.1%

 こてはし台６丁目   754  1,775 133 7.5% 845 47.6% 343 19.3%

 作新台１丁目     493  1,201 125 10.4% 471 39.2% 244 20.3%

 作新台２丁目     700  1,708 182 10.7% 547 32.0% 225 13.2%

 作新台３丁目     465  985 90 9.1% 282 28.6% 116 11.8%

 作新台４丁目     417  1,051 69 6.6% 225 21.4% 68 6.5%

 作新台５丁目     457  1,129 161 14.3% 277 24.5% 81 7.2%

 作新台６丁目     609  1,351 139 10.3% 383 28.3% 118 8.7%

 作新台７丁目     277  683 90 13.2% 145 21.2% 53 7.8%

 作新台８丁目     649  1,556 195 12.5% 428 27.5% 135 8.7%

 さつきが丘１丁目   1,898  4,105 442 10.8% 1,314 32.0% 570 13.9%

 さつきが丘２丁目   2,262  4,722 530 11.2% 1,457 30.9% 544 11.5%

 三角町        969  2,167 220 10.2% 665 30.7% 212 9.8%

 大日町        354  625 36 5.8% 220 35.2% 108 17.3%

 武石町１丁目     349  852 76 8.9% 260 30.5% 133 15.6%

 武石町２丁目     724  1,435 140 9.8% 370 25.8% 174 12.1%

 千種町        2,640  5,796 730 12.6% 1,434 24.7% 531 9.2%

 長作町        2,257  5,442 678 12.5% 1,360 25.0% 532 9.8%

 浪花町        1,297  3,070 476 15.5% 635 20.7% 297 9.7%

 長作台１丁目     356  812 78 9.6% 295 36.3% 122 15.0%

 長作台２丁目     644  1,479 152 10.3% 534 36.1% 243 16.4%

 西小中台       981  1,929 182 9.4% 701 36.3% 279 14.5%

 畑町         2,119  4,959 681 13.7% 1,321 26.6% 566 11.4%

 花島町        313  639 55 8.6% 231 36.2% 133 20.8%

 花園町        1,255  2,876 372 12.9% 613 21.3% 277 9.6%

 花園１丁目      477  882 68 7.7% 248 28.1% 153 17.3%

 花園２丁目      581  1,155 146 12.6% 236 20.4% 109 9.4%

 花園３丁目      597  1,291 150 11.6% 324 25.1% 201 15.6%

 花園４丁目      352  751 69 9.2% 226 30.1% 98 13.0%

 花園５丁目      314  677 86 12.7% 199 29.4% 100 14.8%

 花見川        3  5 ― ― ― ― ― ― 

 花見川１        961  2,032 215 10.6% 772 38.0% 358 17.6%

 花見川２        1,355  2,727 266 9.8% 955 35.0% 384 14.1%

 花見川３        602  1,259 113 9.0% 455 36.1% 195 15.5%

 花見川４        768  1,534 176 11.5% 443 28.9% 192 12.5%

 花見川５        101  208 ― ― ― ― ― ― 

 花見川６        504  1,028 68 6.6% 474 46.1% 208 20.2%

 花見川７        836  1,558 114 7.3% 686 44.0% 304 19.5%
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町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

 花見川８        646  1,400 148 10.6% 490 35.0% 191 13.6%

 花見川９        1,103  1,738 118 6.8% 640 36.8% 255 14.7%

 幕張町１丁目     1,678  3,711 480 12.9% 860 23.2% 386 10.4%

 幕張町２丁目     901  1,858 169 9.1% 547 29.4% 246 13.2%

 幕張町３丁目     1,794  4,110 615 15.0% 930 22.6% 413 10.0%

 幕張町４丁目     2,023  4,510 567 12.6% 878 19.5% 417 9.2%

 幕張町５丁目     5,559  12,592 1,814 14.4% 2,365 18.8% 917 7.3%

 幕張町６丁目     1,080  1,967 176 8.9% 557 28.3% 289 14.7%

 幕張本郷１丁目    1,513  3,008 436 14.5% 203 6.7% 87 2.9%

 幕張本郷２丁目    2,270  4,232 528 12.5% 423 10.0% 183 4.3%

 幕張本郷３丁目    1,655  3,749 631 16.8% 392 10.5% 141 3.8%

 幕張本郷４丁目    457  1,061 172 16.2% 130 12.3% 47 4.4%

 幕張本郷５丁目    1,149  2,304 341 14.8% 151 6.6% 63 2.7%

 幕張本郷６丁目    930  1,816 244 13.4% 165 9.1% 59 3.2%

 幕張本郷７丁目    1,850  4,373 763 17.4% 482 11.0% 186 4.3%

 南花園１丁目     945  1,796 147 8.2% 554 30.8% 334 18.6%

 南花園２丁目     428  589 25 4.2% 85 14.4% 41 7.0%

 宮野木台１丁目    799  1,906 207 10.9% 452 23.7% 128 6.7%

 宮野木台２丁目    327  737 95 12.9% 163 22.1% 49 6.6%

 宮野木台３丁目    326  695 65 9.4% 307 44.2% 178 25.6%

 宮野木台４丁目    428  1,011 140 13.8% 289 28.6% 141 13.9%

 瑞穂１丁目      339  1,029 145 14.1% 81 7.9% 28 2.7%

 瑞穂２丁目      1,190  3,392 532 15.7% 453 13.4% 148 4.4%

 瑞穂３丁目      433  1,300 272 20.9% 108 8.3% 41 3.2%

 み春野１丁目     290  962 235 24.4% 61 6.3% 22 2.3%

 み春野２丁目     381  1,270 276 21.7% 85 6.7% 32 2.5%

 み春野３丁目     344  1,158 289 25.0% 86 7.4% 35 3.0%

 横戸町        1,598  3,638 372 10.2% 1,104 30.3% 442 12.1%

 横戸台        607  1,463 93 6.4% 533 36.4% 153 10.5%

 

町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

稲毛区合計 70,399  155,923 20,630 13.2% 36,820 23.6% 15,830 10.2%

 穴川町        70  120 7 5.8% 29 24.2% 19 15.8%

 穴川１丁目      666  1,567 152 9.7% 416 26.5% 167 10.7%

 穴川２丁目      913  1,955 218 11.2% 463 23.7% 246 12.6%

 穴川３丁目      511  953 68 7.1% 271 28.4% 133 14.0%

 穴川４丁目      258  660 143 21.7% 96 14.5% 51 7.7%

 あやめ台       1,991  3,628 312 8.6% 1,330 36.7% 583 16.1%

 稲丘町        613  1,413 186 13.2% 318 22.5% 160 11.3%

 稲毛１丁目      416  809 83 10.3% 182 22.5% 77 9.5%

 稲毛２丁目      350  767 79 10.3% 234 30.5% 99 12.9%

 稲毛３丁目      876  1,743 161 9.2% 427 24.5% 237 13.6%

 稲毛台町       1,164  2,621 472 18.0% 446 17.0% 225 8.6%

 稲毛町４丁目     120  138 1 0.7% 30 21.7% 5 3.6%

 稲毛町５丁目     1,599  3,974 756 19.0% 627 15.8% 260 6.5%

 稲毛東１丁目     548  1,329 203 15.3% 253 19.0% 136 10.2%

 稲毛東２丁目     517  957 90 9.4% 218 22.8% 98 10.2%

 稲毛東３丁目     808  1,506 146 9.7% 335 22.2% 146 9.7%
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 稲毛東４丁目     907  2,096 362 17.3% 219 10.4% 89 4.2%

 稲毛東５丁目     724  1,366 136 10.0% 355 26.0% 167 12.2%

 稲毛東６丁目     1,044  2,455 249 10.1% 535 21.8% 188 7.7%

 柏台         1,413  3,007 257 8.5% 1,210 40.2% 520 17.3%

 黒砂１丁目      526  1,048 152 14.5% 198 18.9% 98 9.4%

 黒砂２丁目      504  1,170 129 11.0% 338 28.9% 146 12.5%

 黒砂３丁目      353  762 122 16.0% 105 13.8% 53 7.0%

 黒砂４丁目      334  716 76 10.6% 193 27.0% 92 12.8%

 黒砂台１丁目     735  1,381 154 11.2% 285 20.6% 137 9.9%

 黒砂台２丁目     287  621 81 13.0% 85 13.7% 55 8.9%

 黒砂台３丁目     600  1,150 107 9.3% 305 26.5% 140 12.2%

 小中台町       3,288  7,677 936 12.2% 1,602 20.9% 496 6.5%

 小仲台１丁目     1,016  2,511 336 13.4% 512 20.4% 187 7.4%

 小仲台２丁目     775  1,578 240 15.2% 273 17.3% 129 8.2%

 小仲台３丁目     946  2,026 323 15.9% 412 20.3% 188 9.3%

 小仲台４丁目     422  860 101 11.7% 240 27.9% 123 14.3%

 小仲台５丁目     1,089  2,941 812 27.6% 149 5.1% 44 1.5%

 小仲台６丁目     997  1,708 152 8.9% 315 18.4% 158 9.3%

 小仲台７丁目     1,567  3,455 399 11.5% 741 21.4% 277 8.0%

 小仲台８丁目     1,565  3,516 353 10.0% 1,083 30.8% 441 12.5%

 小仲台９丁目     793  1,700 173 10.2% 572 33.6% 255 15.0%

 小深町        1,779  3,947 586 14.8% 874 22.1% 346 8.8%

 作草部町       2,006  4,450 664 14.9% 837 18.8% 333 7.5%

 山王町        3,593  8,068 1,099 13.6% 1,886 23.4% 731 9.1%

 作草部１丁目     924  1,998 281 14.1% 594 29.7% 292 14.6%

 作草部２丁目     218  485 54 11.1% 111 22.9% 64 13.2%

 園生町        8,861  21,366 3,208 15.0% 4,573 21.4% 1,806 8.5%

 千草台１丁目     683  1,192 91 7.6% 470 39.4% 208 17.4%

 千草台２丁目     1,336  2,276 184 8.1% 896 39.4% 419 18.4%

 天台町        26  60 2 3.3% 31 51.7% 14 23.3%

 天台１丁目      477  1,121 152 13.6% 224 20.0% 120 10.7%

 天台２丁目      580  1,215 104 8.6% 344 28.3% 168 13.8%

 天台３丁目      528  1,102 132 12.0% 327 29.7% 126 11.4%

 天台４丁目      481  1,052 91 8.7% 306 29.1% 146 13.9%

 天台５丁目      670  1,642 284 17.3% 302 18.4% 126 7.7%

 天台６丁目      238  485 31 6.4% 124 25.6% 45 9.3%

 轟町１丁目      732  1,410 118 8.4% 442 31.3% 219 15.5%

 轟町２丁目      691  1,479 229 15.5% 267 18.1% 123 8.3%

 轟町３丁目      476  1,338 252 18.8% 81 6.1% 29 2.2%

 轟町４丁目      400  658 60 9.1% 135 20.5% 65 9.9%

 轟町５丁目      745  1,594 170 10.7% 295 18.5% 129 8.1%

 長沼町        4,094  9,231 1,122 12.2% 2,682 29.1% 1,154 12.5%

 長沼原町       2,017  4,521 413 9.1% 1,270 28.1% 530 11.7%

 萩台町        876  1,922 221 11.5% 588 30.6% 308 16.0%

 緑町１丁目      839  1,468 150 10.2% 264 18.0% 145 9.9%

 緑町２丁目      284  596 75 12.6% 136 22.8% 74 12.4%

 宮野木町       4,542  11,304 1,892 16.7% 2,844 25.2% 1,257 11.1%

 弥生町        332  612 84 13.7% 94 15.4% 45 7.4%

 六方町        666  1,447 154 10.6% 421 29.1% 183 12.6%
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（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

 稲毛東４丁目     907  2,096 362 17.3% 219 10.4% 89 4.2%

 稲毛東５丁目     724  1,366 136 10.0% 355 26.0% 167 12.2%

 稲毛東６丁目     1,044  2,455 249 10.1% 535 21.8% 188 7.7%

 柏台         1,413  3,007 257 8.5% 1,210 40.2% 520 17.3%

 黒砂１丁目      526  1,048 152 14.5% 198 18.9% 98 9.4%

 黒砂２丁目      504  1,170 129 11.0% 338 28.9% 146 12.5%

 黒砂３丁目      353  762 122 16.0% 105 13.8% 53 7.0%

 黒砂４丁目      334  716 76 10.6% 193 27.0% 92 12.8%

 黒砂台１丁目     735  1,381 154 11.2% 285 20.6% 137 9.9%

 黒砂台２丁目     287  621 81 13.0% 85 13.7% 55 8.9%

 黒砂台３丁目     600  1,150 107 9.3% 305 26.5% 140 12.2%

 小中台町       3,288  7,677 936 12.2% 1,602 20.9% 496 6.5%

 小仲台１丁目     1,016  2,511 336 13.4% 512 20.4% 187 7.4%

 小仲台２丁目     775  1,578 240 15.2% 273 17.3% 129 8.2%

 小仲台３丁目     946  2,026 323 15.9% 412 20.3% 188 9.3%

 小仲台４丁目     422  860 101 11.7% 240 27.9% 123 14.3%

 小仲台５丁目     1,089  2,941 812 27.6% 149 5.1% 44 1.5%

 小仲台６丁目     997  1,708 152 8.9% 315 18.4% 158 9.3%

 小仲台７丁目     1,567  3,455 399 11.5% 741 21.4% 277 8.0%

 小仲台８丁目     1,565  3,516 353 10.0% 1,083 30.8% 441 12.5%

 小仲台９丁目     793  1,700 173 10.2% 572 33.6% 255 15.0%

 小深町        1,779  3,947 586 14.8% 874 22.1% 346 8.8%

 作草部町       2,006  4,450 664 14.9% 837 18.8% 333 7.5%

 山王町        3,593  8,068 1,099 13.6% 1,886 23.4% 731 9.1%

 作草部１丁目     924  1,998 281 14.1% 594 29.7% 292 14.6%

 作草部２丁目     218  485 54 11.1% 111 22.9% 64 13.2%

 園生町        8,861  21,366 3,208 15.0% 4,573 21.4% 1,806 8.5%

 千草台１丁目     683  1,192 91 7.6% 470 39.4% 208 17.4%

 千草台２丁目     1,336  2,276 184 8.1% 896 39.4% 419 18.4%

 天台町        26  60 2 3.3% 31 51.7% 14 23.3%

 天台１丁目      477  1,121 152 13.6% 224 20.0% 120 10.7%

 天台２丁目      580  1,215 104 8.6% 344 28.3% 168 13.8%

 天台３丁目      528  1,102 132 12.0% 327 29.7% 126 11.4%

 天台４丁目      481  1,052 91 8.7% 306 29.1% 146 13.9%

 天台５丁目      670  1,642 284 17.3% 302 18.4% 126 7.7%

 天台６丁目      238  485 31 6.4% 124 25.6% 45 9.3%

 轟町１丁目      732  1,410 118 8.4% 442 31.3% 219 15.5%

 轟町２丁目      691  1,479 229 15.5% 267 18.1% 123 8.3%

 轟町３丁目      476  1,338 252 18.8% 81 6.1% 29 2.2%

 轟町４丁目      400  658 60 9.1% 135 20.5% 65 9.9%

 轟町５丁目      745  1,594 170 10.7% 295 18.5% 129 8.1%

 長沼町        4,094  9,231 1,122 12.2% 2,682 29.1% 1,154 12.5%

 長沼原町       2,017  4,521 413 9.1% 1,270 28.1% 530 11.7%

 萩台町        876  1,922 221 11.5% 588 30.6% 308 16.0%

 緑町１丁目      839  1,468 150 10.2% 264 18.0% 145 9.9%

 緑町２丁目      284  596 75 12.6% 136 22.8% 74 12.4%

 宮野木町       4,542  11,304 1,892 16.7% 2,844 25.2% 1,257 11.1%

 弥生町        332  612 84 13.7% 94 15.4% 45 7.4%

 六方町        666  1,447 154 10.6% 421 29.1% 183 12.6%
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高齢者人口 
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後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

若葉区合計 68,906 150,576 18,136 12.0% 42,133 28.0% 18,205 12.1%

 愛生町        807  1,726 206 11.9% 462 26.8% 192 11.1%

 五十土町       13  34 2 5.9% 11 32.4% 7 20.6%

 和泉町        119  243 6 2.5% 106 43.6% 45 18.5%

 大井戸町       57  136 7 5.1% 46 33.8% 26 19.1%

 大草町        361  824 98 11.9% 223 27.1% 92 11.2%

 太田町        37  90 4 4.4% 28 31.1% 16 17.8%

 大広町        59  103 2 1.9% 55 53.4% 40 38.8%

 大宮町        1,675  3,504 203 5.8% 1,422 40.6% 611 17.4%

 大宮台１丁目     253  607 75 12.4% 213 35.1% 151 24.9%

 大宮台２丁目     296  650 31 4.8% 326 50.2% 229 35.2%

 大宮台３丁目     303  666 50 7.5% 312 46.8% 195 29.3%

 大宮台４丁目     353  788 42 5.3% 351 44.5% 244 31.0%

 大宮台５丁目     316  715 55 7.7% 357 49.9% 257 35.9%

 大宮台６丁目     262  601 37 6.2% 248 41.3% 180 30.0%

 大宮台７丁目     227  511 40 7.8% 211 41.3% 115 22.5%

 小倉町        2,285  5,138 913 17.8% 972 18.9% 357 6.9%

 小倉台１丁目     276  600 71 11.8% 186 31.0% 92 15.3%

 小倉台２丁目     251  545 61 11.2% 153 28.1% 88 16.1%

 小倉台３丁目     484  1,115 103 9.2% 481 43.1% 311 27.9%

 小倉台４丁目     641  1,288 147 11.4% 460 35.7% 255 19.8%

 小倉台５丁目     307  647 70 10.8% 239 36.9% 147 22.7%

 小倉台６丁目     516  1,149 124 10.8% 408 35.5% 221 19.2%

 小倉台７丁目     410  847 41 4.8% 410 48.4% 259 30.6%

 小間子町       188  327 16 4.9% 145 44.3% 81 24.8%

 御成台１丁目     164  434 29 6.7% 88 20.3% 29 6.7%

 御成台２丁目     404  1,114 192 17.2% 207 18.6% 77 6.9%

 御成台３丁目     386  968 55 5.7% 296 30.6% 76 7.9%

 御成台４丁目     10  10 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

 貝塚１丁目      395  931 106 11.4% 318 34.2% 135 14.5%

 貝塚２丁目      937  2,053 329 16.0% 342 16.7% 159 7.7%

 貝塚町        2,173  3,956 545 13.8% 779 19.7% 296 7.5%

 加曽利町       3,057  6,563 718 10.9% 1,935 29.5% 826 12.6%

 金親町        334  723 64 8.9% 227 31.4% 80 11.1%

 上泉町        112  264 11 4.2% 87 33.0% 39 14.8%

 川井町        129  296 17 5.7% 107 36.1% 56 18.9%

 北大宮台       569  1,354 102 7.5% 594 43.9% 236 17.4%

 北谷津町       59  114 7 6.1% 53 46.5% 24 21.1%

 古泉町        73  181 9 5.0% 57 31.5% 31 17.1%

 御殿町        117  256 26 10.2% 71 27.7% 34 13.3%

 坂月町        214  479 56 11.7% 141 29.4% 57 11.9%

 更科町        160  349 30 8.6% 143 41.0% 89 25.5%

 佐和町        63  144 18 12.5% 49 34.0% 32 22.2%

 桜木１丁目      418  870 84 9.7% 284 32.6% 163 18.7%

 桜木２丁目      832  1,889 295 15.6% 459 24.3% 186 9.8%

 桜木３丁目      956  2,299 263 11.4% 483 21.0% 200 8.7%

 桜木４丁目      586  1,358 243 17.9% 255 18.8% 118 8.7%

 桜木５丁目      593  1,380 154 11.2% 230 16.7% 86 6.2%

 桜木６丁目      990  1,754 196 11.2% 416 23.7% 125 7.1%

 桜木７丁目      591  1,260 147 11.7% 289 22.9% 117 9.3%
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（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

 桜木８丁目      634  1,605 282 17.6% 262 16.3% 92 5.7%

 桜木北１丁目     600  1,330 137 10.3% 440 33.1% 176 13.2%

 桜木北２丁目     660  1,349 134 9.9% 398 29.5% 157 11.6%

 桜木北３丁目     1,174  2,614 323 12.4% 605 23.1% 227 8.7%

 下泉町        105  244 24 9.8% 97 39.8% 50 20.5%

 下田町        276  589 98 16.6% 106 18.0% 44 7.5%

 高根町        661  1,444 108 7.5% 518 35.9% 219 15.2%

 多部田町       746  1,635 126 7.7% 716 43.8% 288 17.6%

 旦谷町        37  88 4 4.5% 30 34.1% 10 11.4%

 高品町        2,162  4,713 670 14.2% 831 17.6% 284 6.0%

 千城台北１丁目    647  1,236 116 9.4% 408 33.0% 217 17.6%

 千城台北２丁目    614  1,357 189 13.9% 435 32.1% 216 15.9%

 千城台北３丁目    326  677 45 6.6% 250 36.9% 137 20.2%

 千城台北４丁目    198  441 59 13.4% 76 17.2% 27 6.1%

 千城台西１丁目    776  1,736 134 7.7% 753 43.4% 405 23.3%

 千城台西２丁目    552  1,001 73 7.3% 423 42.3% 155 15.5%

 千城台西３丁目    439  989 177 17.9% 332 33.6% 144 14.6%

 千城台東１丁目    656  1,326 130 9.8% 466 35.1% 199 15.0%

 千城台東２丁目    994  2,236 241 10.8% 739 33.1% 336 15.0%

 千城台東３丁目    852  1,798 176 9.8% 621 34.5% 263 14.6%

 千城台東４丁目    957  1,985 205 10.3% 686 34.6% 229 11.5%

 千城台南１丁目    224  491 38 7.7% 220 44.8% 120 24.4%

 千城台南２丁目    528  879 45 5.1% 424 48.2% 162 18.4%

 千城台南３丁目    379  835 193 23.1% 191 22.9% 62 7.4%

 千城台南４丁目    486  1,065 146 13.7% 334 31.4% 173 16.2%

 都賀１丁目      427  995 172 17.3% 215 21.6% 95 9.5%

 都賀２丁目      841  1,559 182 11.7% 403 25.8% 210 13.5%

 都賀３丁目      774  1,437 171 11.9% 249 17.3% 98 6.8%

 都賀４丁目      446  860 92 10.7% 178 20.7% 87 10.1%

 都賀５丁目      633  1,252 124 9.9% 335 26.8% 169 13.5%

 都賀の台１丁目    506  1,148 98 8.5% 576 50.2% 251 21.9%

 都賀の台２丁目    295  700 55 7.9% 342 48.9% 130 18.6%

 都賀の台３丁目    206  498 38 7.6% 218 43.8% 96 19.3%

 都賀の台４丁目    456  1,006 93 9.2% 457 45.4% 220 21.9%

 殿台町        468  1,019 172 16.9% 160 15.7% 60 5.9%

 富田町        146  322 29 9.0% 115 35.7% 60 18.6%

 中田町        853  1,867 127 6.8% 765 41.0% 319 17.1%

 中野町        667  1,194 80 6.7% 505 42.3% 283 23.7%

 西都賀１丁目     795  1,545 210 13.6% 240 15.5% 82 5.3%

 西都賀２丁目     716  1,426 172 12.1% 239 16.8% 93 6.5%

 西都賀３丁目     750  1,220 97 8.0% 269 22.0% 116 9.5%

 西都賀４丁目     559  1,040 90 8.7% 252 24.2% 103 9.9%

 西都賀５丁目     710  1,484 162 10.9% 473 31.9% 229 15.4%

 野呂町        738  1,628 123 7.6% 680 41.8% 311 19.1%

 原町         960  2,414 400 16.6% 268 11.1% 106 4.4%

 東寺山町       1,963  4,834 825 17.1% 726 15.0% 297 6.1%

 みつわ台１丁目    675  1,646 306 18.6% 262 15.9% 122 7.4%

 みつわ台２丁目    1,418  3,132 427 13.6% 750 23.9% 264 8.4%

 みつわ台３丁目    1,598  3,531 360 10.2% 1,176 33.3% 415 11.8%

 みつわ台４丁目    759  1,687 175 10.4% 468 27.7% 181 10.7%

－ 153 －
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町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

 桜木８丁目      634  1,605 282 17.6% 262 16.3% 92 5.7%

 桜木北１丁目     600  1,330 137 10.3% 440 33.1% 176 13.2%

 桜木北２丁目     660  1,349 134 9.9% 398 29.5% 157 11.6%

 桜木北３丁目     1,174  2,614 323 12.4% 605 23.1% 227 8.7%

 下泉町        105  244 24 9.8% 97 39.8% 50 20.5%

 下田町        276  589 98 16.6% 106 18.0% 44 7.5%

 高根町        661  1,444 108 7.5% 518 35.9% 219 15.2%

 多部田町       746  1,635 126 7.7% 716 43.8% 288 17.6%

 旦谷町        37  88 4 4.5% 30 34.1% 10 11.4%

 高品町        2,162  4,713 670 14.2% 831 17.6% 284 6.0%

 千城台北１丁目    647  1,236 116 9.4% 408 33.0% 217 17.6%

 千城台北２丁目    614  1,357 189 13.9% 435 32.1% 216 15.9%

 千城台北３丁目    326  677 45 6.6% 250 36.9% 137 20.2%

 千城台北４丁目    198  441 59 13.4% 76 17.2% 27 6.1%

 千城台西１丁目    776  1,736 134 7.7% 753 43.4% 405 23.3%

 千城台西２丁目    552  1,001 73 7.3% 423 42.3% 155 15.5%

 千城台西３丁目    439  989 177 17.9% 332 33.6% 144 14.6%

 千城台東１丁目    656  1,326 130 9.8% 466 35.1% 199 15.0%

 千城台東２丁目    994  2,236 241 10.8% 739 33.1% 336 15.0%

 千城台東３丁目    852  1,798 176 9.8% 621 34.5% 263 14.6%

 千城台東４丁目    957  1,985 205 10.3% 686 34.6% 229 11.5%

 千城台南１丁目    224  491 38 7.7% 220 44.8% 120 24.4%

 千城台南２丁目    528  879 45 5.1% 424 48.2% 162 18.4%

 千城台南３丁目    379  835 193 23.1% 191 22.9% 62 7.4%

 千城台南４丁目    486  1,065 146 13.7% 334 31.4% 173 16.2%

 都賀１丁目      427  995 172 17.3% 215 21.6% 95 9.5%

 都賀２丁目      841  1,559 182 11.7% 403 25.8% 210 13.5%

 都賀３丁目      774  1,437 171 11.9% 249 17.3% 98 6.8%

 都賀４丁目      446  860 92 10.7% 178 20.7% 87 10.1%

 都賀５丁目      633  1,252 124 9.9% 335 26.8% 169 13.5%

 都賀の台１丁目    506  1,148 98 8.5% 576 50.2% 251 21.9%

 都賀の台２丁目    295  700 55 7.9% 342 48.9% 130 18.6%

 都賀の台３丁目    206  498 38 7.6% 218 43.8% 96 19.3%

 都賀の台４丁目    456  1,006 93 9.2% 457 45.4% 220 21.9%

 殿台町        468  1,019 172 16.9% 160 15.7% 60 5.9%

 富田町        146  322 29 9.0% 115 35.7% 60 18.6%

 中田町        853  1,867 127 6.8% 765 41.0% 319 17.1%

 中野町        667  1,194 80 6.7% 505 42.3% 283 23.7%

 西都賀１丁目     795  1,545 210 13.6% 240 15.5% 82 5.3%

 西都賀２丁目     716  1,426 172 12.1% 239 16.8% 93 6.5%

 西都賀３丁目     750  1,220 97 8.0% 269 22.0% 116 9.5%

 西都賀４丁目     559  1,040 90 8.7% 252 24.2% 103 9.9%

 西都賀５丁目     710  1,484 162 10.9% 473 31.9% 229 15.4%

 野呂町        738  1,628 123 7.6% 680 41.8% 311 19.1%

 原町         960  2,414 400 16.6% 268 11.1% 106 4.4%

 東寺山町       1,963  4,834 825 17.1% 726 15.0% 297 6.1%

 みつわ台１丁目    675  1,646 306 18.6% 262 15.9% 122 7.4%

 みつわ台２丁目    1,418  3,132 427 13.6% 750 23.9% 264 8.4%

 みつわ台３丁目    1,598  3,531 360 10.2% 1,176 33.3% 415 11.8%

 みつわ台４丁目    759  1,687 175 10.4% 468 27.7% 181 10.7%

－ 153 －
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町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

 みつわ台５丁目    1,728  4,057 514 12.7% 1,202 29.6% 389 9.6%

 源町         720  1,765 280 15.9% 309 17.5% 129 7.3%

 谷当町        66  140 6 4.3% 53 37.9% 26 18.6%

 若松町        6,207  14,497 2,269 15.7% 2,802 19.3% 1,026 7.1%

 若松台１丁目     191  449 68 15.1% 136 30.3% 43 9.6%

 若松台２丁目     347  836 76 9.1% 375 44.9% 85 10.2%

 若松台３丁目     787  1,872 170 9.1% 839 44.8% 236 12.6%

 

町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

緑区合計 50,467 126,570 20,101 15.9% 24,377 19.3% 10,131 8.0%

 あすみが丘１丁目   606  1,386 179 12.9% 310 22.4% 145 10.5%

 あすみが丘２丁目   817  1,853 205 11.1% 376 20.3% 163 8.8%

 あすみが丘３丁目   943  2,241 291 13.0% 573 25.6% 286 12.8%

 あすみが丘４丁目   1,572  3,988 490 12.3% 493 12.4% 217 5.4%

 あすみが丘５丁目   880  2,199 214 9.7% 477 21.7% 183 8.3%

 あすみが丘６丁目   690  1,939 214 11.0% 314 16.2% 124 6.4%

 あすみが丘７丁目   935  2,496 315 12.6% 493 19.8% 229 9.2%

 あすみが丘８丁目   884  2,426 316 13.0% 370 15.3% 157 6.5%

 あすみが丘９丁目   887  2,729 387 14.2% 293 10.7% 141 5.2%

 あすみが丘東１丁目  312  926 264 28.5% 40 4.3% 6 0.6%

 あすみが丘東２丁目  701  1,755 409 23.3% 275 15.7% 107 6.1%

 あすみが丘東３丁目  390  1,221 413 33.8% 63 5.2% 31 2.5%

 あすみが丘東４丁目  268  774 251 32.4% 29 3.7% 4 0.5%

 あすみが丘東５丁目  317  899 279 31.0% 47 5.2% 18 2.0%

 板倉町        73  172 11 6.4% 58 33.7% 33 19.2%

 大金沢町       60  133 12 9.0% 42 31.6% 25 18.8%

 大木戸町       780  1,711 109 6.4% 750 43.8% 272 15.9%

 大椎町        1,038  2,380 159 6.7% 1,012 42.5% 348 14.6%

 大高町        207  475 36 7.6% 211 44.4% 97 20.4%

 落井町        77  194 30 15.5% 65 33.5% 28 14.4%

 越智町        1,607  3,960 390 9.8% 1,391 35.1% 518 13.1%

 小山町        13  26 0 0.0% 15 57.7% 7 26.9%

 大野台１丁目     0  0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

 大野台２丁目     0  0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

 おゆみ野１丁目    1,320  3,335 496 14.9% 459 13.8% 183 5.5%

 おゆみ野２丁目    1,353  3,429 590 17.2% 311 9.1% 105 3.1%

 おゆみ野３丁目    1,515  3,565 703 19.7% 245 6.9% 116 3.3%

 おゆみ野４丁目    814  1,853 268 14.5% 249 13.4% 99 5.3%

 おゆみ野５丁目    982  2,418 403 16.7% 406 16.8% 158 6.5%

 おゆみ野６丁目    717  1,816 303 16.7% 269 14.8% 103 5.7%

 おゆみ野有吉     472  1,275 258 20.2% 105 8.2% 58 4.5%

 おゆみ野中央１丁目  1,311  3,948 1,050 26.6% 367 9.3% 139 3.5%

 おゆみ野中央２丁目  128  360 70 19.4% 25 6.9% 8 2.2%

 おゆみ野中央３丁目  756  2,138 341 15.9% 312 14.6% 94 4.4%

 おゆみ野中央４丁目  511  1,229 122 9.9% 305 24.8% 89 7.2%

 おゆみ野中央５丁目  517  1,390 238 17.1% 188 13.5% 84 6.0%

 おゆみ野中央６丁目  929  2,282 329 14.4% 366 16.0% 127 5.6%

 おゆみ野中央７丁目  660  1,560 284 18.2% 158 10.1% 69 4.4%
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町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

 おゆみ野中央８丁目  736  2,023 435 21.5% 198 9.8% 78 3.9%

 おゆみ野中央９丁目  241  696 159 22.8% 64 9.2% 21 3.0%

 おゆみ野南１丁目   573  1,600 357 22.3% 165 10.3% 56 3.5%

 おゆみ野南２丁目   914  2,422 539 22.3% 173 7.1% 74 3.1%

 おゆみ野南３丁目   853  2,497 694 27.8% 194 7.8% 67 2.7%

 おゆみ野南４丁目   559  1,744 511 29.3% 110 6.3% 42 2.4%

 おゆみ野南５丁目   1,126  3,175 674 21.2% 270 8.5% 97 3.1%

 おゆみ野南６丁目   1,099  3,468 965 27.8% 198 5.7% 87 2.5%

 刈田子町       159  409 65 15.9% 110 26.9% 57 13.9%

 鎌取町        1,249  3,006 597 19.9% 593 19.7% 268 8.9%

 上大和田町      67  159 12 7.5% 53 33.3% 20 12.6%

 小金沢町       24  37 1 2.7% 14 37.8% 6 16.2%

 椎名崎町       340  754 94 12.5% 165 21.9% 73 9.7%

 下大和田町      196  492 25 5.1% 180 36.6% 84 17.1%

 大膳野町       578  1,433 208 14.5% 417 29.1% 194 13.5%

 高田町        1,385  2,956 335 11.3% 962 32.5% 457 15.5%

 高津戸町       1,256  2,882 242 8.4% 990 34.4% 413 14.3%

 土気町        2,698  6,282 710 11.3% 1,871 29.8% 752 12.0%

 富岡町        59  131 17 13.0% 30 22.9% 17 13.0%

 中西町        157  436 96 22.0% 80 18.3% 41 9.4%

 東山科町       84  189 18 9.5% 60 31.7% 29 15.3%

 平川町        364  866 68 7.9% 274 31.6% 123 14.2%

 平山町        828  1,835 190 10.4% 615 33.5% 256 14.0%

 古市場町       1,005  2,336 342 14.6% 489 20.9% 188 8.0%

 辺田町        766  1,609 236 14.7% 465 28.9% 250 15.5%

 誉田町１丁目     2,522  5,874 825 14.0% 1,380 23.5% 576 9.8%

 誉田町２丁目     3,738  8,774 1,048 11.9% 2,243 25.6% 987 11.2%

 誉田町３丁目     654  1,504 148 9.8% 414 27.5% 175 11.6%

 茂呂町        145  374 54 14.4% 84 22.5% 43 11.5%

 小食土町       50  126 7 5.6% 54 42.9% 29 23.0%

 

町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

美浜区合計 64,556  149,114 21,085 14.1% 33,975 22.8% 12,163 8.2%

 磯辺１丁目      761  1,850 183 9.9% 755 40.8% 308 16.6%

 磯辺２丁目      302  759 106 14.0% 158 20.8% 85 11.2%

 磯辺３丁目      727  1,772 161 9.1% 839 47.3% 278 15.7%

 磯辺４丁目      758  1,837 197 10.7% 646 35.2% 222 12.1%

 磯辺５丁目      2,473  6,027 620 10.3% 1,743 28.9% 504 8.4%

 磯辺６丁目      1,283  2,996 331 11.0% 958 32.0% 277 9.2%

 磯辺７丁目      560  1,324 108 8.2% 639 48.3% 209 15.8%

 磯辺８丁目      272  648 50 7.7% 275 42.4% 75 11.6%

 稲毛海岸１丁目    708  1,548 282 18.2% 318 20.5% 147 9.5%

 稲毛海岸２丁目    296  718 94 13.1% 149 20.8% 55 7.7%

 稲毛海岸３丁目    794  1,692 199 11.8% 461 27.2% 225 13.3%

 稲毛海岸４丁目    611  1,172 111 9.5% 313 26.7% 133 11.3%

 稲毛海岸５丁目    1,169  3,438 1,052 30.6% 197 5.7% 45 1.3%

 打瀬１丁目      3,511  10,528 2,546 24.2% 667 6.3% 227 2.2%

 打瀬２丁目      3,103  8,489 1,499 17.7% 751 8.8% 222 2.6%

 打瀬３丁目      2,013  5,749 1,427 24.8% 298 5.2% 105 1.8%

－ 155 －



資料編【 Ⅳ 各種統計データ等 （１）町丁別人口 】 

- 155 - 

町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

 おゆみ野中央８丁目  736  2,023 435 21.5% 198 9.8% 78 3.9%

 おゆみ野中央９丁目  241  696 159 22.8% 64 9.2% 21 3.0%

 おゆみ野南１丁目   573  1,600 357 22.3% 165 10.3% 56 3.5%

 おゆみ野南２丁目   914  2,422 539 22.3% 173 7.1% 74 3.1%

 おゆみ野南３丁目   853  2,497 694 27.8% 194 7.8% 67 2.7%

 おゆみ野南４丁目   559  1,744 511 29.3% 110 6.3% 42 2.4%

 おゆみ野南５丁目   1,126  3,175 674 21.2% 270 8.5% 97 3.1%

 おゆみ野南６丁目   1,099  3,468 965 27.8% 198 5.7% 87 2.5%

 刈田子町       159  409 65 15.9% 110 26.9% 57 13.9%

 鎌取町        1,249  3,006 597 19.9% 593 19.7% 268 8.9%

 上大和田町      67  159 12 7.5% 53 33.3% 20 12.6%

 小金沢町       24  37 1 2.7% 14 37.8% 6 16.2%

 椎名崎町       340  754 94 12.5% 165 21.9% 73 9.7%

 下大和田町      196  492 25 5.1% 180 36.6% 84 17.1%

 大膳野町       578  1,433 208 14.5% 417 29.1% 194 13.5%

 高田町        1,385  2,956 335 11.3% 962 32.5% 457 15.5%

 高津戸町       1,256  2,882 242 8.4% 990 34.4% 413 14.3%

 土気町        2,698  6,282 710 11.3% 1,871 29.8% 752 12.0%

 富岡町        59  131 17 13.0% 30 22.9% 17 13.0%

 中西町        157  436 96 22.0% 80 18.3% 41 9.4%

 東山科町       84  189 18 9.5% 60 31.7% 29 15.3%

 平川町        364  866 68 7.9% 274 31.6% 123 14.2%

 平山町        828  1,835 190 10.4% 615 33.5% 256 14.0%

 古市場町       1,005  2,336 342 14.6% 489 20.9% 188 8.0%

 辺田町        766  1,609 236 14.7% 465 28.9% 250 15.5%

 誉田町１丁目     2,522  5,874 825 14.0% 1,380 23.5% 576 9.8%

 誉田町２丁目     3,738  8,774 1,048 11.9% 2,243 25.6% 987 11.2%

 誉田町３丁目     654  1,504 148 9.8% 414 27.5% 175 11.6%

 茂呂町        145  374 54 14.4% 84 22.5% 43 11.5%

 小食土町       50  126 7 5.6% 54 42.9% 29 23.0%

 

町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

美浜区合計 64,556  149,114 21,085 14.1% 33,975 22.8% 12,163 8.2%

 磯辺１丁目      761  1,850 183 9.9% 755 40.8% 308 16.6%

 磯辺２丁目      302  759 106 14.0% 158 20.8% 85 11.2%

 磯辺３丁目      727  1,772 161 9.1% 839 47.3% 278 15.7%

 磯辺４丁目      758  1,837 197 10.7% 646 35.2% 222 12.1%

 磯辺５丁目      2,473  6,027 620 10.3% 1,743 28.9% 504 8.4%

 磯辺６丁目      1,283  2,996 331 11.0% 958 32.0% 277 9.2%

 磯辺７丁目      560  1,324 108 8.2% 639 48.3% 209 15.8%

 磯辺８丁目      272  648 50 7.7% 275 42.4% 75 11.6%

 稲毛海岸１丁目    708  1,548 282 18.2% 318 20.5% 147 9.5%

 稲毛海岸２丁目    296  718 94 13.1% 149 20.8% 55 7.7%

 稲毛海岸３丁目    794  1,692 199 11.8% 461 27.2% 225 13.3%

 稲毛海岸４丁目    611  1,172 111 9.5% 313 26.7% 133 11.3%

 稲毛海岸５丁目    1,169  3,438 1,052 30.6% 197 5.7% 45 1.3%

 打瀬１丁目      3,511  10,528 2,546 24.2% 667 6.3% 227 2.2%

 打瀬２丁目      3,103  8,489 1,499 17.7% 751 8.8% 222 2.6%

 打瀬３丁目      2,013  5,749 1,427 24.8% 298 5.2% 105 1.8%
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町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

 幸町１丁目      3,452  7,946 973 12.2% 1,928 24.3% 756 9.5%

 幸町２丁目      6,003  11,999 1,169 9.7% 3,314 27.6% 1,402 11.7%

 新港         502  1,117 200 17.9% 99 8.9% 21 1.9%

 高洲１丁目      2,028  3,960 454 11.5% 1,040 26.3% 418 10.6%

 高洲２丁目      4,348  8,279 738 8.9% 2,376 28.7% 835 10.1%

 高洲３丁目      4,369  9,836 1,200 12.2% 2,079 21.1% 763 7.8%

 高洲４丁目      2,172  4,349 612 14.1% 741 17.0% 292 6.7%

 高浜１丁目      2,348  5,394 759 14.1% 1,174 21.8% 376 7.0%

 高浜２丁目      7  17 ― ― ― ― ― ― 

 高浜３丁目      1,095  2,596 311 12.0% 684 26.3% 138 5.3%

 高浜４丁目      1,684  3,989 376 9.4% 1,294 32.4% 348 8.7%

 高浜５丁目      408  985 80 8.1% 461 46.8% 144 14.6%

 高浜６丁目      362  846 56 6.6% 410 48.5% 123 14.5%

 高浜７丁目      0  0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

 豊砂         62  62 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

 中瀬１丁目      1  1 ― ― ― ― ― ― 

 中瀬２丁目      0  0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

 浜田１丁目      1,173  3,556 1,092 30.7% 153 4.3% 39 1.1%

 浜田２丁目      143  338 68 20.1% 21 6.2% 3 0.9%

 ひび野１丁目     1  1 ― ― ― ― ― ― 

 ひび野２丁目     0  0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

 幕張西１丁目     660  1,542 146 9.5% 456 29.6% 210 13.6%

 幕張西２丁目     703  1,566 215 13.7% 436 27.8% 187 11.9%

 幕張西３丁目     793  1,731 167 9.6% 672 38.8% 253 14.6%

 幕張西４丁目     560  1,710 523 30.6% 55 3.2% 20 1.2%

 幕張西５丁目     247  637 83 13.0% 107 16.8% 42 6.6%

 幕張西６丁目     408  1,068 151 14.1% 290 27.2% 92 8.6%

 真砂１丁目      1,143  2,382 222 9.3% 778 32.7% 233 9.8%

 真砂２丁目      2,930  6,379 643 10.1% 1,909 29.9% 752 11.8%

 真砂３丁目      2,145  4,579 371 8.1% 1,520 33.2% 590 12.9%

 真砂４丁目      2,591  5,166 678 13.1% 1,151 22.3% 375 7.3%

 真砂５丁目      2,876  6,533 829 12.7% 1,657 25.4% 634 9.7%

 美浜         0  0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

 若葉１丁目      1  3 ― ― ― ― ― ― 

 若葉２丁目      0  0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

 若葉３丁目      0  0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
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（２）区別データ 

 
 

 全市 中央区 花見川区 稲毛区 若葉区 緑区 美浜区 時点 

総人口（人） 961,416 201,162 178,071 155,923 150,576 126,570 149,114 H26.9.30

世帯（世帯） 433,366 98,385 80,653 70,399 68,906 50,467 64,556 H26.9.30

要支援・要介護認定高齢者（人） 34,506 7,806 6,704 5,403 6,684 3,991 3,918 

H26.9.30

  要支援１ 4,759 917 1,321 740 658 432 691 

 要支援２ 4,421 1,050 814 588 865 499 605 

 要介護１ 7,255 1,489 1,548 1,186 1,389 806 837 

 要介護２ 5,860 1,419 904 906 1,314 715 602 

 要介護３ 4,652 1,154 733 722 1,028 553 462 

 要介護４ 4,061 954 740 673 785 546 363 

 要介護５ 3,498 823 644 588 645 440 358 

身体障害者・児（人） 32,865 6,683 6,268 5,087 6,527 4,007 4,293 

H26.3.31

  肢体不自由 17,859 3,662 3,392 2,775 3,507 2,253 2,270 

 視覚障害 2,030 433 419 331 392 221 234 

 聴覚・平衡機能障害 2,288 483 405 329 410 346 315 

 音声・そしゃく・言語機能障害 422 87 71 68 109 32 55 

 内部障害 10,266 2,018 1,981 1,584 2,109 1,155 1,419 

知的障害児・者（人） 5,687 1,114 1,059 919 1,052 784 759 H26.9.30

精神障害者（人） 5,382 1,262 950 830 926 689 725 H26.3.31

難病患者（人） 

（治療研究費受給者数） 
6,098 1,254 1,190 927 987 771 969 H26.3.31

外国人（人） 20,663 5,267 3,130 2,874 2,517 1,076 5,799 H26.9.30

保育所（園）入所児童（人） 13,811 2,930 2,008 2,321 2,005 1,778 2,769 H26.10.1

ホームレス（人） 54 23 6 2 4 0 19 H26.9.30

生活保護受給者（人） 19,516 6,113 3,000 2,612 4,685 1,857 1,249 H26.10.1

民生委員・児童委員定数（人） 1,487 340 279 256 245 163 204 H26.9.1 

町内自治会（団体） 1,085 230 150 185 204 153 163 H26.9.30

町内自治会加入世帯（世帯） 297,886 65,418 63,229 50,547 43,675 28,362 46,655 H26.9.30

社協地区部会（団体） 67 16 13 12 14 4 8 H26.9.30

社協会員加入口数（口） 188,946 44,454 36,755 32,281 24,601 22,929 27,926 H26.3.31

老人クラブ（団体） 287 82 49 48 43 22 43 H26.9.30

老人クラブ加入者（人） 14,667 3,566 2,323 2,124 2,877 993 2,784 H26.9.30

自主防災組織（団体） 986 219 149 164 156 123 175 H26.9.30

自主防災組織加入世帯（世帯） 282,257 62,600 55,785 49,442 37,586 26,689 50,155 H26.9.30

ボランティア登録者（人） 

※市内在住の個人登録者 
4,778 1,045 720 910 840 543 720 H26.9.30
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（２）区別データ 

 
 

 全市 中央区 花見川区 稲毛区 若葉区 緑区 美浜区 時点 

総人口（人） 961,416 201,162 178,071 155,923 150,576 126,570 149,114 H26.9.30

世帯（世帯） 433,366 98,385 80,653 70,399 68,906 50,467 64,556 H26.9.30

要支援・要介護認定高齢者（人） 34,506 7,806 6,704 5,403 6,684 3,991 3,918 

H26.9.30

  要支援１ 4,759 917 1,321 740 658 432 691 

 要支援２ 4,421 1,050 814 588 865 499 605 

 要介護１ 7,255 1,489 1,548 1,186 1,389 806 837 

 要介護２ 5,860 1,419 904 906 1,314 715 602 

 要介護３ 4,652 1,154 733 722 1,028 553 462 

 要介護４ 4,061 954 740 673 785 546 363 

 要介護５ 3,498 823 644 588 645 440 358 

身体障害者・児（人） 32,865 6,683 6,268 5,087 6,527 4,007 4,293 

H26.3.31

  肢体不自由 17,859 3,662 3,392 2,775 3,507 2,253 2,270 

 視覚障害 2,030 433 419 331 392 221 234 

 聴覚・平衡機能障害 2,288 483 405 329 410 346 315 

 音声・そしゃく・言語機能障害 422 87 71 68 109 32 55 

 内部障害 10,266 2,018 1,981 1,584 2,109 1,155 1,419 

知的障害児・者（人） 5,687 1,114 1,059 919 1,052 784 759 H26.9.30

精神障害者（人） 5,382 1,262 950 830 926 689 725 H26.3.31

難病患者（人） 

（治療研究費受給者数） 
6,098 1,254 1,190 927 987 771 969 H26.3.31

外国人（人） 20,663 5,267 3,130 2,874 2,517 1,076 5,799 H26.9.30

保育所（園）入所児童（人） 13,811 2,930 2,008 2,321 2,005 1,778 2,769 H26.10.1

ホームレス（人） 54 23 6 2 4 0 19 H26.9.30

生活保護受給者（人） 19,516 6,113 3,000 2,612 4,685 1,857 1,249 H26.10.1

民生委員・児童委員定数（人） 1,487 340 279 256 245 163 204 H26.9.1 

町内自治会（団体） 1,085 230 150 185 204 153 163 H26.9.30

町内自治会加入世帯（世帯） 297,886 65,418 63,229 50,547 43,675 28,362 46,655 H26.9.30

社協地区部会（団体） 67 16 13 12 14 4 8 H26.9.30

社協会員加入口数（口） 188,946 44,454 36,755 32,281 24,601 22,929 27,926 H26.3.31

老人クラブ（団体） 287 82 49 48 43 22 43 H26.9.30

老人クラブ加入者（人） 14,667 3,566 2,323 2,124 2,877 993 2,784 H26.9.30

自主防災組織（団体） 986 219 149 164 156 123 175 H26.9.30

自主防災組織加入世帯（世帯） 282,257 62,600 55,785 49,442 37,586 26,689 50,155 H26.9.30

ボランティア登録者（人） 

※市内在住の個人登録者 
4,778 1,045 720 910 840 543 720 H26.9.30
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（３）社協地区部会一覧（平成27年 3月31日現在） 

≪中央区≫ 

≪花見川区≫ 

№ 地区部会名 活動対象区域 

1 都地区部会 都町 

2 末広地区部会 末広、長洲２丁目、長洲１丁目の一部、千葉寺町の一部、青葉町の一部 

3 ちば中央地区部会 
亥鼻、本町の一部、中央、市場町、道場南、鶴沢町、旭町、亀井町、 

亀岡町、葛城、東本町、長洲１丁目の一部、青葉町の一部 

4 西千葉地区部会 登戸、新千葉の一部、汐見丘町、春日 

5 中央地区部会 弁天、栄町、富士見、本千葉町、新町の一部、新千葉の一部 

6 蘇我地区部会 蘇我、今井、若草、南町 

7 白旗台地区部会 
白旗、鵜の森町、今井町、大巌寺町、花輪町、宮崎、赤井町の一部、 

千葉寺町の一部、大森町の一部、宮崎町の一部 

8 松波地区部会 松波 

9 松ヶ丘地区部会 
松ケ丘町の一部、仁戸名町の一部、星久喜町の一部、大森町の一部、 

宮崎町の一部 

10 川戸地区部会 
中央区：川戸町、仁戸名町の一部、赤井町の一部 

緑区：平山町の一部 

11 寒川地区部会 港町、寒川町、稲荷町 

12 星久喜地区部会 矢作町、星久喜町の一部、松ケ丘町の一部、青葉町の一部 

13 生浜地区部会 村田町、浜野町、塩田町、生実町、南生実町 

14 東千葉地区部会 東千葉 

15 新宿地区部会 新宿、神明町、新田町、出洲港、中央港、千葉港、問屋町 

16 中央東地区部会 祐光、椿森、道場北、院内、要町、本町の一部 

№ 地区部会名 活動対象区域 

1 検見川地区部会 検見川町、南花園２丁目の一部 

2 花園地区部会 
花園、花園町、浪花町、瑞穂、朝日ケ丘４丁目、南花園１丁目、 

南花園２丁目の一部 

3 犢橋地区部会 犢橋町、千種町、三角町 

4 ２０６地区部会 大日町、内山町、宇那谷町、横戸台、横戸町の一部 

5 幕張・武石地区部会 武石町、幕張６丁目 

6 花見川地区部会 柏井町、柏井、花島町、横戸町の一部、花見川６・７街区 

7 花見川第２地区部会 天戸町の一部、花見川１～５街区、８・９街区 

8 朝日ヶ丘地区部会 朝日ケ丘１～３丁目、西小中台、宮野木台の一部 

9 こてはし台地区部会 こてはし台 

10 天戸中学校区地区部会 長作町、長作台、作新台、天戸町の一部 

11 さつきが丘・宮野木台地区部会 さつきが丘、宮野木台の一部 

12 幕張本郷中学校区地区部会 幕張本郷、幕張町１丁目の一部 

13 畑地区部会 畑町、朝日ケ丘5丁目 
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≪稲毛区≫ 

 
≪若葉区≫ 

 
 
 

№ 地区部会名 活動対象区域 

1 小中台東地区部会 小中台町、園生町の一部、宮野木町の一部 

2 山王地区部会 山王町、小深町、六方町、長沼原町の一部 

3 轟・穴川地区部会 轟町、穴川、穴川町 

4 稲毛地区部会 稲毛、稲毛町、稲毛東５～６丁目 

5 稲丘地区部会 
稲丘町、稲毛台町、稲毛東１～４丁目、稲毛１丁目の一部、 

黒砂４丁目の一部、小仲台１丁目の一部 

6 千草台中学校地区部会 千草台、萩台町、天台町、天台２～６丁目 

7 草野地区部会 あやめ台の一部、園生町の一部、長沼町の一部、長沼原町の一部 

8 緑が丘地区部会 柏台、長沼町の一部、宮野木町の一部、園生町の一部、あやめ台の一部 

9 
３０１（作草部・天台） 

地区部会 
作草部、作草部町、天台１丁目 

10 緑・黒砂地区部会 緑町、黒砂、黒砂台１丁目～２丁目 

11 小中台西地区部会 小仲台１丁目の一部～９丁目 

12 弥生地区部会 弥生町、黒砂台３丁目の一部 

№ 地区部会名 活動対象区域 

1 坂月地区部会 大草町、太田町、坂月町、小倉町の一部 

2 貝塚地区部会 貝塚町、貝塚２丁目 

3 桜木地区部会 
桜木１～８丁目、桜木北１丁目、桜木北２丁目の一部、貝塚１丁目、 

小倉町の一部 

4 小倉地区部会 小倉台、小倉町の一部、若松町の一部 

5 白井地区部会 
中野町、和泉町、野呂町、川井町、五十土町、大広町、高根町、佐和町、

北谷津町、中田町の一部、多部田町の一部 

6 更科地区部会 
古泉町、富田町、更科町、御殿町、小間子町、上泉町、下泉町、大井戸町、

下田町の一部、谷当町、中田町の一部 

7 御成台、千城台西･北地区部会 御成台、千城台西、千城台北、下田町の一部 

8 千城台東南・金親地区部会 千城台東、千城台南、金親町 

9 ２６地区部会 大宮台、北大宮台、大宮町の一部、多部田町の一部、緑区平山町の一部 

10 若松地区部会 
若松町の一部、若松台、桜木北２丁目の一部、桜木北３丁目、都賀５丁目、

西都賀５丁目の一部 

11 加曽利地区部会 加曽利町 

12 都賀地区部会 都賀１～４丁目、西都賀１～４丁目、西都賀５丁目の一部、都賀の台 

13 結・みつわ台地区部会 愛生町、殿台町、原町の一部、東寺山町、みつわ台、源町 

14 千城小地区部会 大宮町の一部 
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≪稲毛区≫ 

 
≪若葉区≫ 

 
 
 

№ 地区部会名 活動対象区域 

1 小中台東地区部会 小中台町、園生町の一部、宮野木町の一部 

2 山王地区部会 山王町、小深町、六方町、長沼原町の一部 

3 轟・穴川地区部会 轟町、穴川、穴川町 

4 稲毛地区部会 稲毛、稲毛町、稲毛東５～６丁目 

5 稲丘地区部会 
稲丘町、稲毛台町、稲毛東１～４丁目、稲毛１丁目の一部、 

黒砂４丁目の一部、小仲台１丁目の一部 

6 千草台中学校地区部会 千草台、萩台町、天台町、天台２～６丁目 

7 草野地区部会 あやめ台の一部、園生町の一部、長沼町の一部、長沼原町の一部 

8 緑が丘地区部会 柏台、長沼町の一部、宮野木町の一部、園生町の一部、あやめ台の一部 

9 
３０１（作草部・天台） 

地区部会 
作草部、作草部町、天台１丁目 

10 緑・黒砂地区部会 緑町、黒砂、黒砂台１丁目～２丁目 

11 小中台西地区部会 小仲台１丁目の一部～９丁目 

12 弥生地区部会 弥生町、黒砂台３丁目の一部 

№ 地区部会名 活動対象区域 

1 坂月地区部会 大草町、太田町、坂月町、小倉町の一部 

2 貝塚地区部会 貝塚町、貝塚２丁目 

3 桜木地区部会 
桜木１～８丁目、桜木北１丁目、桜木北２丁目の一部、貝塚１丁目、 

小倉町の一部 

4 小倉地区部会 小倉台、小倉町の一部、若松町の一部 

5 白井地区部会 
中野町、和泉町、野呂町、川井町、五十土町、大広町、高根町、佐和町、

北谷津町、中田町の一部、多部田町の一部 

6 更科地区部会 
古泉町、富田町、更科町、御殿町、小間子町、上泉町、下泉町、大井戸町、

下田町の一部、谷当町、中田町の一部 

7 御成台、千城台西･北地区部会 御成台、千城台西、千城台北、下田町の一部 

8 千城台東南・金親地区部会 千城台東、千城台南、金親町 

9 ２６地区部会 大宮台、北大宮台、大宮町の一部、多部田町の一部、緑区平山町の一部 

10 若松地区部会 
若松町の一部、若松台、桜木北２丁目の一部、桜木北３丁目、都賀５丁目、

西都賀５丁目の一部 

11 加曽利地区部会 加曽利町 

12 都賀地区部会 都賀１～４丁目、西都賀１～４丁目、西都賀５丁目の一部、都賀の台 

13 結・みつわ台地区部会 愛生町、殿台町、原町の一部、東寺山町、みつわ台、源町 

14 千城小地区部会 大宮町の一部 
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≪緑区≫ 

 
≪美浜区≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 地区部会名 活動対象区域 

1 誉田地区部会 
誉田町、鎌取町、辺田町、平山町の一部、大膳野町、高田町、平川町、 

おゆみ野６丁目の一部、東山科町  

2 椎名地区部会 
大金沢町、椎名崎町、小金沢町、茂呂町、中西町、古市場町、落井町、 

富岡町、刈田子町  

3 土気地区部会 

土気町、小食土町、小山町、大椎町、板倉町、大木戸町、下大和田町、 

上大和田町、高津戸町、大高町、越智町、あすみが丘、大野台、 

あすみが丘東 

4 おゆみ野地区部会 
おゆみ野有吉、おゆみ野１～５丁目、おゆみ野６丁目の一部、 

おゆみ野中央、おゆみ野南 

№ 地区部会名 活動対象区域 

1 稲毛海岸地区部会 稲毛海岸 

2 幸町２丁目地区部会 幸町２丁目、新港の一部 

3 幸町１丁目地区部会 幸町１丁目、新港の一部 

4 高洲・高浜地区部会 高洲、高浜 

5 真砂地区部会 真砂 

6 磯辺地区部会 磯辺 

7 幕張西地区部会 幕張西、浜田 

8 打瀬地区部会 打瀬 
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（４）市内施設等一覧 

【高齢者関連施設】 

 ■ 養護老人ホーム 
65 歳以上の方で、家庭の事情や経済的理由などにより、居宅において生活することが困難な方が入所す

る施設です。 

 ■ 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 
要介護認定により、要介護1～5 と認定された方が入所する施設です。 

名称 住所 定員
都 苑 中央区川戸町2 50 
ローゼンヴィラはま野 中央区南生実町461-2 50 
あかいの郷 中央区赤井町284 50 
ピアポート千寿苑 中央区問屋町6-4 82 
淑徳共生苑 中央区生実町2407-1 90 
星久喜白山荘 中央区星久喜町152-2 50 
新千葉一倫荘 中央区新千葉3-10-20 80 
晴 山 苑 花見川区花島町149-1 100 
一 倫 荘 花見川区大日町1492-2 100 
桐 花 園 花見川区幕張町3-2362-2 50 
花見の里 花見川区柏井町277-5 50 
ゆうゆう苑 花見川区犢橋町10 80 
双 樹 苑 稲毛区山王町162-1 110 
ソレイユ千葉北 稲毛区長沼原町250 50 
ソレイユ千葉北ユニット 稲毛区長沼原町250 30 
稲毛こひつじ園 稲毛区萩台町380-2 90 
プラタナス 稲毛区園生町1283-12 50 
和 陽 園 若葉区千城台南4-13-1 50 
清 和 園 若葉区多部田町1468 100 
更科ホーム 若葉区更科町2593-2 90 
昌 晴 園 若葉区野呂町736-1 80 
サンライズビラ 若葉区大宮町2107 80 
中 野 園 若葉区中野町2148-6 50 
セイワ若松 若葉区若松町792-1 50 
ちば美香苑 若葉区佐和町322-88 50 
恵 光 園 若葉区大広町252-4 80 
いずみ苑 若葉区中田町1044-55 50 
菜の花園 若葉区大宮町1621 80 
小倉町いずみ苑 若葉区小倉町1325-1 50 
ときわ園 緑区平川町1731 80 
千 寿 苑 緑区大木戸町1200-73 65 
裕 和 園 緑区高田町1084 155 
誉 田 園 緑区高田町1790-1 50 
けやき園 緑区鎌取町75-1 70 
フローラユーワ 緑区高田町1083-25 80 
ロイヤル千葉グリーンホーム 緑区あすみが丘東2-21-1 80 
みはま苑 美浜区高洲3-3-12 50 
セイワ美浜 美浜区磯辺2-21-2 100 
しょうじゅ美浜 美浜区幸町2-12-2 80 

 ■ 軽費老人ホームＡ型 
60 歳以上（夫婦で入居の場合は、一方が60 歳未満でも可）の健康な方で、家庭環境や住宅事等により、

居宅において家族と生活することが困難な方のための施設です。 
名称 住所 定員

シャンテ山王 稲毛区山王町176-3 50 
はつらつの里 若葉区小間子町4-6 50 
ほんだくらぶ 緑区高田町401-16 100 

名称 住所 定員
和 陽 園 若葉区千城台南4-13-1 80 
清 和 園 若葉区若松町792-1 50 
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（４）市内施設等一覧 

【高齢者関連施設】 

 ■ 養護老人ホーム 
65 歳以上の方で、家庭の事情や経済的理由などにより、居宅において生活することが困難な方が入所す

る施設です。 

 ■ 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 
要介護認定により、要介護1～5 と認定された方が入所する施設です。 

名称 住所 定員
都 苑 中央区川戸町2 50 
ローゼンヴィラはま野 中央区南生実町461-2 50 
あかいの郷 中央区赤井町284 50 
ピアポート千寿苑 中央区問屋町6-4 82 
淑徳共生苑 中央区生実町2407-1 90 
星久喜白山荘 中央区星久喜町152-2 50 
新千葉一倫荘 中央区新千葉3-10-20 80 
晴 山 苑 花見川区花島町149-1 100 
一 倫 荘 花見川区大日町1492-2 100 
桐 花 園 花見川区幕張町3-2362-2 50 
花見の里 花見川区柏井町277-5 50 
ゆうゆう苑 花見川区犢橋町10 80 
双 樹 苑 稲毛区山王町162-1 110 
ソレイユ千葉北 稲毛区長沼原町250 50 
ソレイユ千葉北ユニット 稲毛区長沼原町250 30 
稲毛こひつじ園 稲毛区萩台町380-2 90 
プラタナス 稲毛区園生町1283-12 50 
和 陽 園 若葉区千城台南4-13-1 50 
清 和 園 若葉区多部田町1468 100 
更科ホーム 若葉区更科町2593-2 90 
昌 晴 園 若葉区野呂町736-1 80 
サンライズビラ 若葉区大宮町2107 80 
中 野 園 若葉区中野町2148-6 50 
セイワ若松 若葉区若松町792-1 50 
ちば美香苑 若葉区佐和町322-88 50 
恵 光 園 若葉区大広町252-4 80 
いずみ苑 若葉区中田町1044-55 50 
菜の花園 若葉区大宮町1621 80 
小倉町いずみ苑 若葉区小倉町1325-1 50 
ときわ園 緑区平川町1731 80 
千 寿 苑 緑区大木戸町1200-73 65 
裕 和 園 緑区高田町1084 155 
誉 田 園 緑区高田町1790-1 50 
けやき園 緑区鎌取町75-1 70 
フローラユーワ 緑区高田町1083-25 80 
ロイヤル千葉グリーンホーム 緑区あすみが丘東2-21-1 80 
みはま苑 美浜区高洲3-3-12 50 
セイワ美浜 美浜区磯辺2-21-2 100 
しょうじゅ美浜 美浜区幸町2-12-2 80 

 ■ 軽費老人ホームＡ型 
60 歳以上（夫婦で入居の場合は、一方が60 歳未満でも可）の健康な方で、家庭環境や住宅事等により、

居宅において家族と生活することが困難な方のための施設です。 
名称 住所 定員

シャンテ山王 稲毛区山王町176-3 50 
はつらつの里 若葉区小間子町4-6 50 
ほんだくらぶ 緑区高田町401-16 100 

名称 住所 定員
和 陽 園 若葉区千城台南4-13-1 80 
清 和 園 若葉区若松町792-1 50 
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 ■ 軽費老人ホーム（ケアハウス） 
60 歳以上（夫婦で入居の場合は、一方が60 歳未満でも可）で、身体機能の低下等が認められ、または独

立して生活するには不安が認められる方で、家族の援助を受けることが困難な場合に入居できる施設です。 

 ■ 生活支援ハウス 
独立して生活することに不安のある高齢者の方に、介護、交流の場などを総合的に提供することにより、

高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援する施設です。 
名称 住所 定員

生活支援ハウス友愛 緑区大木戸町1200-69   10 
生活支援ハウスはつらつ浜野 中央区浜野町338-1   10 
生活支援ハウスからたち 花見川区幕張町5-225   10 
生活支援ハウスセイワ美浜 美浜区磯辺2-21-2   6 

 ■ 介護老人保健施設 
要介護認定により、要介護1～5 と認定された方に対し、施設サービス計画にもとづいて、看護、医学的

管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う施設です。 
名称 住所 定員

うらら 中央区千葉寺町188 108 
千葉病院付属介護老人保健施設 中央区仁戸名町682 100 
純恵の郷 中央区南生実町590-1 84 
葵の園・はまの 中央区浜野町423-1 100 
晴山苑 花見川区花島町149-1 81 
晴山会ケアセンター 花見川区天戸町1483-4 100 
まくはりの郷 花見川区幕張町5-405-2 61 
ほうゆう苑 花見川区犢橋町671-3 100 
ゆうあい苑 花見川区柏井町1132-1 100 
ほうゆうの杜 花見川区犢橋町1105 80 
アーバンケアセンター 稲毛区山王町168-8 100 
みどりの家 稲毛区天台4-1-16 100 
ダンディライオン 稲毛区山王町174 100 
秀眉園 若葉区加曽利町1803-1 120 
はつらつリハビリセンター 若葉区小間子町3-132 80 
若松ケアセンター 若葉区若松町2121 80 
いずみ苑リハビリケアセンター 若葉区高根町964-49 80 
コミュニティ広場うぐいす園 緑区高田町1784-2 80 
総和苑 緑区高田町1084 100 
ケアセンターけやき園 緑区鎌取町81-1 100 
おゆみの 緑区大金沢町364-1 100 
葵の園・緑区 緑区高田町2381-2 78 
葵の園・美浜 美浜区幸町1-38-5 120 

 
 
 

名称 住所 定員
都苑 中央区川戸町2 20 
はつらつ浜野 中央区浜野町338-1 50 
赤かぶ園 中央区赤井町33-1 50 
晴山苑 花見川区花島町149-1 20 
桐花園 花見川区幕張町3-2362-2 20 
モンテクローネ 稲毛区山王町173-2 50 
恵光園 若葉区大広町252-4 15 
いずみ苑 若葉区中田町1044-55 30 
若葉園 若葉区都賀2-13-1 150 
サニー秋桜 若葉区東寺山町2-6 50 
千寿苑 緑区大木戸町1200-73 15 
誉田園 緑区高田町1791 50 
グリーンユーワ 緑区高田町1060-108 50 
けやき園 緑区鎌取町75-1 30 
ヴィラ美浜 美浜区磯辺2-21-2 50 
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 ■ 有料老人ホーム 
概ね60 歳以上の高齢者で、所得が比較的高い人を対象とし、食事の提供、介護の提供、洗濯・掃除等の

家事、健康管理などの日常生活を送るうえで必要なサービスを提供する居住施設です。 
名称 住所 定員

敬老園サンテール千葉 中央区仁戸名町682-70 129 
敬老園ロイヤルヴィラ矢作台 中央区矢作町941-22 21 
敬老園ナーシングヴィラ浜野 中央区村田町41-1 53 
アミーユ蘇我 中央区蘇我5-22-37 47 
スマイリングホームメディス千葉浜野 中央区浜野町234-3 88 
センチュリーシティ西千葉 中央区松波2-21-16 60 
グッドタイムリビング千葉みなと／海岸通 中央区中央港1-18-28 165 
グッドタイムリビング千葉みなと／駅前通 中央区中央港1-15-8 183 
メディカルホームボンセジュール千葉 中央区東千葉2-8-7 80 
ニチイケアセンター千葉中央 中央区長洲2-25-13 50 
ハートピア故郷苑 中央区神明町26-3 25 
ハイアットレジデンス季美の都ちば 中央区都町1212-31 45 
イリーゼ千葉新宿 中央区新宿2-16-22 19 
ヒューマンライフケア千葉院内の郷 中央区院内1-7-6 60 
ベストライフ千葉みなと 中央区中央港1-25-20 108 
セントケアヴィレッジ蘇我 中央区蘇我2-5-3 30 
あんしんかん 中央区道場南1-15-31 54 
椿森ホーム 中央区椿森3-14-10 49 
エクセルシオール千葉 中央区鶴沢町10-11  67 
あずみ苑 ラ・テラス葛城            中央区葛城1-1-1 30 
アートヒルズ蘇我 中央区宮崎2-1-32 107 
アビタシオン京成千葉中央 中央区神明町2-2 115 
レストヴィラ千葉椿森 中央区椿森6-3-5 61 
ひまわりホーム 中央区生実町1419-5 5  
さわやかゆう輝の里 中央区川戸町254-1 80 
さくらロイヤルホーム千葉末広 中央区末広3-9-1 40 
リアンレーヴ蘇我壱番館 中央区今井1-17-16 23 
リアンレーヴ蘇我弐番館 中央区蘇我3-23-78 31 
シニア町内会癒しのまくはり館 花見川区幕張町5-370-4 110 
アミーユ朝日ヶ丘 花見川区朝日ケ丘2-5-2 60 
百々花 花見川区千種町177-28 83 
サニーライフ幕張 花見川区幕張本郷3-3-12 86 
ベストライフ幕張 花見川区幕張本郷2-15-22 56 
ハートフル・ニュー幕張 花見川区花園3-5-6 48 
ニチイケアセンター新検見川 花見川区畑町662-442 65 
MIZUHO･VILLAGE･KEMIGAWA 花見川区検見川町5-2240-4 37 
幕張やわらぎ苑 花見川区幕張本郷1-14-20 54 
ボンセジュール花見川 花見川区花園3-4-6 55 
ル・レーヴ花見川 花見川区横戸町1131-2 66 
ハートフル幕張 花見川区花園3-5-7 106 
グループリビングやご 花見川区幕張町1-5026-2 14 
未来倶楽部幕張 花見川区幕張本郷2-15-8 55 
エクセルシオール八千代台 花見川区天戸町1482-9 76 
アズハイム千葉幕張 花見川区幕張町3-879 61 
さくらの郷 幕張 花見川区幕張町5-417-292 50 
ブロッサムビレッジ幕張 花見川区幕張町5-417-73 60 
敬老園ロイヤルヴィラ稲毛 稲毛区園生町146 37 
ハートフル稲毛 稲毛区黒砂台3-2-41 44 
リスペクト稲毛 稲毛区稲毛東5-15-7 33 
ニチイケアセンター稲毛の園 稲毛区園生町817 45 
サニーライフ西千葉 稲毛区緑町1-3-4 78 
ラ・ナシカこぶけ 稲毛区小深町261-10 63 
アミカヴィラ稲毛 稲毛区宮野木町2153-2 95 
アーバンリビング稲毛 稲毛区山王町327-1 103 
アシステッドリビング稲毛 稲毛区園生町1017-11 72 
ベストライフ稲毛 稲毛区穴川町381-1 59 
サニーライフ稲毛 稲毛区山王町142-1 127 
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 ■ 有料老人ホーム 
概ね60 歳以上の高齢者で、所得が比較的高い人を対象とし、食事の提供、介護の提供、洗濯・掃除等の

家事、健康管理などの日常生活を送るうえで必要なサービスを提供する居住施設です。 
名称 住所 定員

敬老園サンテール千葉 中央区仁戸名町682-70 129 
敬老園ロイヤルヴィラ矢作台 中央区矢作町941-22 21 
敬老園ナーシングヴィラ浜野 中央区村田町41-1 53 
アミーユ蘇我 中央区蘇我5-22-37 47 
スマイリングホームメディス千葉浜野 中央区浜野町234-3 88 
センチュリーシティ西千葉 中央区松波2-21-16 60 
グッドタイムリビング千葉みなと／海岸通 中央区中央港1-18-28 165 
グッドタイムリビング千葉みなと／駅前通 中央区中央港1-15-8 183 
メディカルホームボンセジュール千葉 中央区東千葉2-8-7 80 
ニチイケアセンター千葉中央 中央区長洲2-25-13 50 
ハートピア故郷苑 中央区神明町26-3 25 
ハイアットレジデンス季美の都ちば 中央区都町1212-31 45 
イリーゼ千葉新宿 中央区新宿2-16-22 19 
ヒューマンライフケア千葉院内の郷 中央区院内1-7-6 60 
ベストライフ千葉みなと 中央区中央港1-25-20 108 
セントケアヴィレッジ蘇我 中央区蘇我2-5-3 30 
あんしんかん 中央区道場南1-15-31 54 
椿森ホーム 中央区椿森3-14-10 49 
エクセルシオール千葉 中央区鶴沢町10-11  67 
あずみ苑 ラ・テラス葛城            中央区葛城1-1-1 30 
アートヒルズ蘇我 中央区宮崎2-1-32 107 
アビタシオン京成千葉中央 中央区神明町2-2 115 
レストヴィラ千葉椿森 中央区椿森6-3-5 61 
ひまわりホーム 中央区生実町1419-5 5  
さわやかゆう輝の里 中央区川戸町254-1 80 
さくらロイヤルホーム千葉末広 中央区末広3-9-1 40 
リアンレーヴ蘇我壱番館 中央区今井1-17-16 23 
リアンレーヴ蘇我弐番館 中央区蘇我3-23-78 31 
シニア町内会癒しのまくはり館 花見川区幕張町5-370-4 110 
アミーユ朝日ヶ丘 花見川区朝日ケ丘2-5-2 60 
百々花 花見川区千種町177-28 83 
サニーライフ幕張 花見川区幕張本郷3-3-12 86 
ベストライフ幕張 花見川区幕張本郷2-15-22 56 
ハートフル・ニュー幕張 花見川区花園3-5-6 48 
ニチイケアセンター新検見川 花見川区畑町662-442 65 
MIZUHO･VILLAGE･KEMIGAWA 花見川区検見川町5-2240-4 37 
幕張やわらぎ苑 花見川区幕張本郷1-14-20 54 
ボンセジュール花見川 花見川区花園3-4-6 55 
ル・レーヴ花見川 花見川区横戸町1131-2 66 
ハートフル幕張 花見川区花園3-5-7 106 
グループリビングやご 花見川区幕張町1-5026-2 14 
未来倶楽部幕張 花見川区幕張本郷2-15-8 55 
エクセルシオール八千代台 花見川区天戸町1482-9 76 
アズハイム千葉幕張 花見川区幕張町3-879 61 
さくらの郷 幕張 花見川区幕張町5-417-292 50 
ブロッサムビレッジ幕張 花見川区幕張町5-417-73 60 
敬老園ロイヤルヴィラ稲毛 稲毛区園生町146 37 
ハートフル稲毛 稲毛区黒砂台3-2-41 44 
リスペクト稲毛 稲毛区稲毛東5-15-7 33 
ニチイケアセンター稲毛の園 稲毛区園生町817 45 
サニーライフ西千葉 稲毛区緑町1-3-4 78 
ラ・ナシカこぶけ 稲毛区小深町261-10 63 
アミカヴィラ稲毛 稲毛区宮野木町2153-2 95 
アーバンリビング稲毛 稲毛区山王町327-1 103 
アシステッドリビング稲毛 稲毛区園生町1017-11 72 
ベストライフ稲毛 稲毛区穴川町381-1 59 
サニーライフ稲毛 稲毛区山王町142-1 127 
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名称 住所 定員
プラチナ・シニアハウスいなげ 稲毛区山王町103-4 26 
ここち稲毛 稲毛区黒砂台2-4-1 66 
サンスマイル稲毛 稲毛区小中台町275-1 38 
イリーゼ稲毛黒砂 稲毛区黒砂3-8-12 55 
オアゾ桜木 若葉区小倉町1763-13 70 
アミーユ都賀 若葉区桜木北2-14-1 51 
ラ・ナシカ たかしな 若葉区東寺山町770-8 64 
レストヴィラみつわ台 若葉区みつわ台2-34-15 70 
長寿 若葉区中野町801 8  
若葉の丘 若葉区小倉町1763-12 150 
ベストライフ桜木 若葉区桜木5-471-1 78 
クラーチ・メディーナ千葉東寺山 若葉区東寺山町790-1 70 
サニーライフおゆみ野 緑区おゆみ野2-17-1 78 
鎌取ケアコミュニティそよ風 緑区おゆみ野3-26-3 42 
ラ・ナシカ あすみが丘 緑区あすみが丘8-37-10 45 
応援家族 ハーモニーライフあすみが丘 緑区あすみが丘8-1-6 50 
あすみが丘グリーンヒルズ 緑区あすみが丘7-2-3 71 
アビタシオン千葉 緑区辺田町2-12 205 
ひまわりの郷 緑区あすみが丘2-27-1 34 
すずの樹 緑区あすみが丘2-35-19 17 
ほっとはぁと・千葉おおたかの杜 緑区大高町40-3 61 
すみれ 緑区高田町590 14 
さくらの郷 おゆみ野 緑区おゆみ野中央6-50-10 76 
ひまわりホーム2号店 緑区誉田町2-27-58 8  
イリーゼ誉田 緑区誉田町2-23-2 53 
ハートケアライフ誉田 緑区誉田町2-21-1167 47 
はる 有料老人ホーム 緑区誉田町2-24-15 33 
ミモザおゆみ野 緑区おゆみ野中央5-3-6 29 
ひまわりの郷 土気城趾 緑区土気町826 45 
ホームステーションらいふ稲毛海岸 美浜区高洲1-1-13 78 
エクセルシオール稲毛海岸 美浜区真砂1-12-14 80 

 ■ あんしんケアセンター 
地域で暮らす高齢者のみなさんを、介護、福祉、健康、医療などさまざまな面から総合的に支えるための

身近な相談窓口です。 
名称 住所 

千葉市あんしんケアセンター新千葉 中央区新千葉3-10-20 
千葉市あんしんケアセンター中央 中央区新田町7-5 石出ビル1階B室 
千葉市あんしんケアセンター千葉寺 中央区千葉寺町188 
千葉市あんしんケアセンター松ケ丘 中央区星久喜町1162-71 
千葉市あんしんケアセンター蘇我 中央区南町2-10-1 若菜第7ビル2B 
千葉市あんしんケアセンターこてはし台 花見川区こてはし台5-1-16 
千葉市あんしんケアセンター花見川 花見川区花島町149-1 
千葉市あんしんケアセンター花園 花見川区花園2-8-24 
千葉市あんしんケアセンター幕張 花見川区幕張町5-405-2 
千葉市あんしんケアセンター山王 稲毛区山王町162-1 
千葉市あんしんケアセンター天台 稲毛区天台4-1-16 
千葉市あんしんケアセンター小中台 稲毛区穴川3-1-1 
千葉市あんしんケアセンター稲毛 稲毛区稲毛東3-6-28 
千葉市あんしんケアセンターみつわ台 若葉区みつわ台3-9-10 
千葉市あんしんケアセンター桜木 若葉区貝塚2-21-19 
千葉市あんしんケアセンター千城台 若葉区千城台南1-3-2-101 
千葉市あんしんケアセンター大宮台 若葉区大宮台2-1-2-102 
千葉市あんしんケアセンター鎌取 緑区おゆみ野3-16-1 ゆみ～る鎌取ショッピングセンター5階 
千葉市あんしんケアセンター誉田 緑区高田町1084-88 
千葉市あんしんケアセンター土気 緑区あすみが丘1-20-1 バーズモールC棟1階 
千葉市あんしんケアセンター真砂 美浜区真砂3-13-4 美浜ウイング3階 
千葉市あんしんケアセンター磯辺 美浜区磯辺2-21-2 
千葉市あんしんケアセンター高洲 美浜区高洲3-3-12 
千葉市あんしんケアセンター幸町 美浜区幸町2-7-6 
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■ 地域密着型サービス事業所 
認知症高齢者や一人暮らし高齢者などが、身近な地域での生活が継続できるようにするため、きめ細かく

配慮されたサービスを提供する事業所です。 
種類 名称 住所 定員

認知症対応型通所介護
（認知症対応型デイサー
ビス) 

あかいの郷いきいきデイランド 中央区赤井町284 12
淑徳共生苑認知症対応型通所介護事業所 中央区生実町2407-1 10
デイサービスセンターからたち 花見川区幕張町5-225 9
シャローム若葉 若葉区桜木5-15-1 12
ひだまりの家デイサービス 若葉区東寺山町1067-1 12
デイサービスセンターさらしな 若葉区更科町2593-2 12
裕和園デイサービスセンター 緑区高田町1084 12
しょうじゅ認知症デイサービスセンター 美浜区幸町2-12-1 12
特別養護老人ホームみはま苑 美浜区高洲3-3-12 12

小規模多機能型居宅介護 小規模多機能ステーション千葉中央 中央区新田町14-5 18
医療法人社団椿森会 ひなたぼっこ 中央区椿森2-16-15 25
小規模多機能型居宅介護施設「木もれ陽の郷」中央区花輪町100-1 25
たおやか 花見川区横戸町899-1 18
うめの香 花見川区幕張町3-2273 25
サポステ幕張本郷 花見川区幕張本郷2-16-16 18
小規模多機能ｽﾃｰｼｮﾝｶﾞｰﾃﾞﾝｺｰﾄ稲毛園生 稲毛区園生町815-1 20
せらび千葉稲毛 稲毛区宮野木町2125-7 25
デイホームおもとの郷御成台 若葉区御成台3-2 25
ミモザおゆみ野 緑区おゆみ野中央5-3-6 24
しょうじゅ小規模多機能型居宅介護事業所 美浜区幸町2-12-1 25

認知症対応型共同生活介
護事業所（認知症高齢者
グループホーム) 

グループホーム・プラチナ都の杜 中央区都町1283 16
グループホームきらら都町 中央区都町1212-4 18
グループホーム暮らしの里さくら苑 中央区都町1078-3 18
グループホーム たのしい家 千葉中央 中央区院内2-15-7 18
グループホームピアポート千寿苑 中央区問屋町6-4 18
グループホーム羽衣 中央区椿森4-4-6 18
レビーグループホーム白雲館 中央区弁天3-17-2 18
アットホームケア仁戸名 中央区仁戸名町507-4 18
グループホーム赤かぶ園 中央区赤井町33-1 14
セントケアホーム千葉中央 中央区宮崎2-8-13 18
アット・ホームケア千葉中央 中央区星久喜町155-5 9
大森台ケアセンターそよ風 中央区大森町250-1 18
ニチイケアセンター蘇我 中央区鵜の森町12-12 18
グループホームハーモニーそが 中央区蘇我4-22-11 9
セントケアホーム蘇我 中央区蘇我2-5-3 18
セントケアホーム浜野 中央区村田町1178-1 18
ニチイケアセンター千葉浜野 中央区村田町799-1 18
グループホーム千葉寒川の家 中央区寒川町1-249-2 18
グループホームさくら 中央区南町2-11-5 17
ツクイ蘇我グループホーム 中央区南町3-3-15 18
グループホーム 千葉末広の家 中央区末広4-23-3 18
ニチイケアセンター本千葉 中央区長洲2-25-17 18
医療法人社団小羊会グループホーム横戸 花見川区横戸町1123-4 18
グループホームあんしん苑 花見川区横戸町893-1 18
グループホームよされ 花見川区宇那谷町123-13 18
グループホームはなみの家 花見川区大日町1386 18
グループホームめぐみの丘Ⅱ 花見川区三角町178-25 18
花梨の郷 花見川区千種町111-1 18
グループホームゆかりの里 花見川区千種町380-6 9
グループホームちぐさの家 花見川区千種町150-1 18
ほっとはぁと・花と幸せ家族 花見川区千種町154-5 18
グループホーム・ゆうゆう 花見川区犢橋町12-3 18
グループホームひかり千葉花見川 花見川区犢橋町1621-1 18
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｶﾞｰﾃﾞﾝｺｰﾄ千葉さつきが丘 花見川区畑町73 18
畑町ケアセンターそよ風 花見川区畑町1334-1 18
グループホームきらら朝日ヶ丘 花見川区朝日ヶ丘3-9-33 18
グループホームたんぽぽ 花見川区朝日ヶ丘3-2-61 18
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■ 地域密着型サービス事業所 
認知症高齢者や一人暮らし高齢者などが、身近な地域での生活が継続できるようにするため、きめ細かく

配慮されたサービスを提供する事業所です。 
種類 名称 住所 定員

認知症対応型通所介護
（認知症対応型デイサー
ビス) 

あかいの郷いきいきデイランド 中央区赤井町284 12
淑徳共生苑認知症対応型通所介護事業所 中央区生実町2407-1 10
デイサービスセンターからたち 花見川区幕張町5-225 9
シャローム若葉 若葉区桜木5-15-1 12
ひだまりの家デイサービス 若葉区東寺山町1067-1 12
デイサービスセンターさらしな 若葉区更科町2593-2 12
裕和園デイサービスセンター 緑区高田町1084 12
しょうじゅ認知症デイサービスセンター 美浜区幸町2-12-1 12
特別養護老人ホームみはま苑 美浜区高洲3-3-12 12

小規模多機能型居宅介護 小規模多機能ステーション千葉中央 中央区新田町14-5 18
医療法人社団椿森会 ひなたぼっこ 中央区椿森2-16-15 25
小規模多機能型居宅介護施設「木もれ陽の郷」中央区花輪町100-1 25
たおやか 花見川区横戸町899-1 18
うめの香 花見川区幕張町3-2273 25
サポステ幕張本郷 花見川区幕張本郷2-16-16 18
小規模多機能ｽﾃｰｼｮﾝｶﾞｰﾃﾞﾝｺｰﾄ稲毛園生 稲毛区園生町815-1 20
せらび千葉稲毛 稲毛区宮野木町2125-7 25
デイホームおもとの郷御成台 若葉区御成台3-2 25
ミモザおゆみ野 緑区おゆみ野中央5-3-6 24
しょうじゅ小規模多機能型居宅介護事業所 美浜区幸町2-12-1 25

認知症対応型共同生活介
護事業所（認知症高齢者
グループホーム) 

グループホーム・プラチナ都の杜 中央区都町1283 16
グループホームきらら都町 中央区都町1212-4 18
グループホーム暮らしの里さくら苑 中央区都町1078-3 18
グループホーム たのしい家 千葉中央 中央区院内2-15-7 18
グループホームピアポート千寿苑 中央区問屋町6-4 18
グループホーム羽衣 中央区椿森4-4-6 18
レビーグループホーム白雲館 中央区弁天3-17-2 18
アットホームケア仁戸名 中央区仁戸名町507-4 18
グループホーム赤かぶ園 中央区赤井町33-1 14
セントケアホーム千葉中央 中央区宮崎2-8-13 18
アット・ホームケア千葉中央 中央区星久喜町155-5 9
大森台ケアセンターそよ風 中央区大森町250-1 18
ニチイケアセンター蘇我 中央区鵜の森町12-12 18
グループホームハーモニーそが 中央区蘇我4-22-11 9
セントケアホーム蘇我 中央区蘇我2-5-3 18
セントケアホーム浜野 中央区村田町1178-1 18
ニチイケアセンター千葉浜野 中央区村田町799-1 18
グループホーム千葉寒川の家 中央区寒川町1-249-2 18
グループホームさくら 中央区南町2-11-5 17
ツクイ蘇我グループホーム 中央区南町3-3-15 18
グループホーム 千葉末広の家 中央区末広4-23-3 18
ニチイケアセンター本千葉 中央区長洲2-25-17 18
医療法人社団小羊会グループホーム横戸 花見川区横戸町1123-4 18
グループホームあんしん苑 花見川区横戸町893-1 18
グループホームよされ 花見川区宇那谷町123-13 18
グループホームはなみの家 花見川区大日町1386 18
グループホームめぐみの丘Ⅱ 花見川区三角町178-25 18
花梨の郷 花見川区千種町111-1 18
グループホームゆかりの里 花見川区千種町380-6 9
グループホームちぐさの家 花見川区千種町150-1 18
ほっとはぁと・花と幸せ家族 花見川区千種町154-5 18
グループホーム・ゆうゆう 花見川区犢橋町12-3 18
グループホームひかり千葉花見川 花見川区犢橋町1621-1 18
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｶﾞｰﾃﾞﾝｺｰﾄ千葉さつきが丘 花見川区畑町73 18
畑町ケアセンターそよ風 花見川区畑町1334-1 18
グループホームきらら朝日ヶ丘 花見川区朝日ヶ丘3-9-33 18
グループホームたんぽぽ 花見川区朝日ヶ丘3-2-61 18
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種類 名称 住所 定員
グループホームつどい｢荻原家」 花見川区武石町1-824 18
アイネット幕張ホーム 花見川区幕張町1-5027ｱｲﾈｯﾄ幕張ﾋ゙ ﾙ2・3階 18
グループホームひまわり 花見川区幕張町5-225 14
グループホームかしわい 花見川区柏井町1132-1 18
グループホームゆう希苑 花見川区天戸町1366 18
グループホームアリス 花見川区天戸町688-1 9
グループホームリブ花見川 花見川区花見川3-29-201 18
グループホームガーデンコート花島 花見川区花島町481-8 9
グループホームサロンドグリーン長沼原 稲毛区長沼原町161-1 18
グループホームひこうせん 稲毛区萩台町632-40 18
いなげケアセンターそよ風 稲毛区穴川3-6-12 27
グループホーム初夢 稲毛区稲毛東2-12-14 9
ニチイケアセンター稲毛 稲毛区稲毛町5-230-1 27
愛の家グループホーム千葉黒砂台 稲毛区黒砂台2-2-1 18
稲毛グループホーム 稲毛区園生町153-1 18
グループホームガーデンコート稲毛園生 稲毛区園生町815-1 18
グループホーム宮野木 稲毛区宮野木町1092-2 18
せらび千葉稲毛 稲毛区宮野木町2125-7 18
グループホームノーマライ心の花 若葉区千城台北1-29-7 9
ひよりの里 若葉区小倉町875-9 18
愛の家グループホーム千葉小倉 若葉区小倉町1802-15 18
グループホーム木もれ陽 若葉区大宮町3099-1 9
あんしんケアホーム若葉 若葉区大宮町3094-2 18
シャローム若葉グループホーム虹の家 若葉区若松町2170-8 18
ちば若葉グループホームそよ風 若葉区若松町531-642 18
ニチイケアセンター都賀 若葉区都賀4-10-18 18
アットホームケア桜木 若葉区桜木4-19-32 18
グループホームみつわ台桜レジデンス 若葉区みつわ台1-1-4 18
グループホームひだまりの家 若葉区東寺山町1067-9 25
グループホームわかばの家 若葉区東寺山町399-1 18
グループホームつどい「黒子家」 若葉区源町563-5 18
グループホーム宮田 若葉区中田町1041-1 18
グループホームゆるいの里 若葉区中田町2348-1 18
グループホーム緑彩苑 若葉区中野町1872 18
グループホーム中野 若葉区中野町66-5 18
グループホーム月の里 若葉区中野町727-1 18
グループホーム星の里 若葉区野呂町738-2 18
グループホームさくらんぼ 若葉区野呂町1793-355 18
グループホーム佐和の杜 若葉区佐和町322-88 18
グループホームノーマライ心の花御成 若葉区下田町1263-56 18
グループホームおもとの郷御成台 若葉区御成台3-2 18
グループホームかえで 緑区高田町1084-2 18
グループホーム夢楽の園 緑区誉田町2-29-6 9
グループホームみどりの家 緑区誉田町2-11-105 18
グループホーム春の日 緑区誉田町1-794-17 18
グループホームのどか 緑区誉田町1-111-1 18
グループホーム暮らしの里 緑区大膳野町4-141 18
グループホームつどい「根本家」 緑区椎名崎町671-3 18
レビーグループホームおゆみ野苑 緑区おゆみ野南6-48-2 18
グループホーム暮らしの里はなみずき苑 緑区越智町822-63 18
グループホームあさぎり 緑区大木戸町1200-69 18
グループホームソラスト土気 緑区土気町446-6 18
グループホーム木かげ 緑区土気町1500-1 18
アット・ホームケアあすみが丘 緑区あすみが丘9-55-5 18
グループホームききょう苑 緑区あすみが丘8-6-1 18
せらび美浜 美浜区真砂4-2-8 18
セイワ美浜グループホーム 美浜区磯辺2-21-2 18

地域密着型介護老人福祉施設
（地域密着型特別養護老人ﾎー ﾑ) 

横戸ガーデン 花見川区横戸町899-1 29
きさらぎ荘 花見川区幕張町3-2273 29

地域密着型特定施設入居
者生活介護 

アットホームケアセンター 中央区仁戸名町721-13 27
ミモザおゆみ野 緑区おゆみ野中央5-3-6 29 
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種類 名称 住所 定員
定期巡回・随時対応型訪
問介護看護 

やさしい手千葉新田町定期巡回・随時対応
型訪問介護看護事業所 

中央区新田町4-22 ｻﾝﾗｲﾄﾋﾞﾙ 202 ―

かたくり都賀 若葉区都賀4-8-18 ｼｮｰ･ｴﾑ都賀101号室 ―
複合型サービス ひなぎくケアセンター 花見川区横戸台5-12 24

こころの郷 緑区古市場町474-337 25

 ■ 通所介護（デイサービス） 
通所介護の施設（デイサービスセンターなど）に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、

生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。 
名称 住所 

デイサービスセンター都苑 中央区川戸町2番地 
千葉市中央いきいきプラザ 中央区松ケ丘町257-1 
デイサービスあおぞら 中央区白旗2-4-10 
ニチイケアセンターはまの 中央区村田町1226 
ローゼンヴィラはま野デイサービスセンター 中央区南生実町461－2 
生実ケアセンターそよ風 中央区生実町1967-8 
ほっとはぁと・蘇我ケアセンター 中央区今井1-16-6 
デイサービスぬくもりの家 中央区院内2-15-13 
デイサービス笑顔 中央区神明町211-1 
デイはつらつ浜野 中央区浜野町338-1 
デイサービス第二都苑 中央区川戸町7-1 
あかいの郷いきいきデイランド 中央区赤井町284 
医療法人社団福寿会デイサービスひまわり 中央区今井2-7-9 
デイサービスふれあいの郷 中央区神明町206-3 
赤かぶ園デイサービスセンター 中央区赤井町33-1 
レビー・ケア株式会社デイサービス「白雲」 中央区弁天3-17-2 
シルヴァーネットグループデイサービスセンターやはぎ 中央区矢作町409-12 
デイサービスセンターピアポート千寿苑 中央区問屋町6-4 
デイサービス粋生倶楽部千葉中央 中央区宮崎2-8-5 
イリーゼ千葉新宿デイサービスセンター 中央区新宿2-16-22 
淑徳共生苑通所介護事業所 中央区生実町2407-1 
セントケアちば 中央区蘇我2-5-3 
あずみ苑おゆみ 中央区生実町1850-7 
ジャパンケア千葉都町 中央区都町1198-5 
デイサービスビィカインド仁戸名店 中央区仁戸名町613-9 
やすらぎ家今井亭弐 中央区今井1-17-4-2F 
デイサービス粋生倶楽部都町 中央区都町1-54-23 
茶話本舗デイサービス椿森亭 中央区椿森6-2-11 
ヒューマンライフケア千葉院内の湯 中央区院内1-7-6 
コミュニケア２４癒しのデイサービス千葉中央 中央区都町1-19-11 
デイサービスセンター新千葉一倫荘 中央区新千葉3-10-20 
デイサービスセンターみのり 中央区椿森1-26-4 
機能回復訓練＆健康増進りはるーむ 中央区本町2-3-19-101 
茶話本舗デイサービス蘇我ゆとろぎ亭 中央区白旗3-9-21 
（株）ＪＰケア 中央区中央1-8-7 
デイサービスクラス葛城 中央区葛城3-2-40 
リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ松ケ丘店 中央区松ケ丘町264-1 
リハビリデイサービスいきいき都町 中央区都町2-15-1レジデンス都町1階 
ひばりデイサービス千葉中央 中央区都町2-20-17ガーデンテラス千葉中央2F 
都町デイサービスセンター明かり 中央区都町3-25-18 
タカサデイルーム青葉の森 中央区青葉町1273-3 
介護予防専門リハ ライズ 中央区新千葉3-10-20 4階 
デイ倶楽部きら星 中央区村田町711-3 
さくらあるケア楽歩 中央区今井3-3-1 
茶話本舗デイサービス佼和浜野亭 中央区浜野町1025-12 
デイサービスセンターさんかく 中央区生実町2149-3 
医療法人社団椿森会デイサービスセンター光 中央区椿森2-7-13 
レッツ倶楽部千葉中央 中央区都町2-13-1 パークアベニュー101号室 
だんらんの家東千葉 中央区東千葉2-5-13 
デイサービス楽笑東千葉 中央区東千葉3-2-7 
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定期巡回・随時対応型訪
問介護看護 

やさしい手千葉新田町定期巡回・随時対応
型訪問介護看護事業所 

中央区新田町4-22 ｻﾝﾗｲﾄﾋﾞﾙ 202 ―

かたくり都賀 若葉区都賀4-8-18 ｼｮｰ･ｴﾑ都賀101号室 ―
複合型サービス ひなぎくケアセンター 花見川区横戸台5-12 24

こころの郷 緑区古市場町474-337 25

 ■ 通所介護（デイサービス） 
通所介護の施設（デイサービスセンターなど）に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、

生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。 
名称 住所 

デイサービスセンター都苑 中央区川戸町2番地 
千葉市中央いきいきプラザ 中央区松ケ丘町257-1 
デイサービスあおぞら 中央区白旗2-4-10 
ニチイケアセンターはまの 中央区村田町1226 
ローゼンヴィラはま野デイサービスセンター 中央区南生実町461－2 
生実ケアセンターそよ風 中央区生実町1967-8 
ほっとはぁと・蘇我ケアセンター 中央区今井1-16-6 
デイサービスぬくもりの家 中央区院内2-15-13 
デイサービス笑顔 中央区神明町211-1 
デイはつらつ浜野 中央区浜野町338-1 
デイサービス第二都苑 中央区川戸町7-1 
あかいの郷いきいきデイランド 中央区赤井町284 
医療法人社団福寿会デイサービスひまわり 中央区今井2-7-9 
デイサービスふれあいの郷 中央区神明町206-3 
赤かぶ園デイサービスセンター 中央区赤井町33-1 
レビー・ケア株式会社デイサービス「白雲」 中央区弁天3-17-2 
シルヴァーネットグループデイサービスセンターやはぎ 中央区矢作町409-12 
デイサービスセンターピアポート千寿苑 中央区問屋町6-4 
デイサービス粋生倶楽部千葉中央 中央区宮崎2-8-5 
イリーゼ千葉新宿デイサービスセンター 中央区新宿2-16-22 
淑徳共生苑通所介護事業所 中央区生実町2407-1 
セントケアちば 中央区蘇我2-5-3 
あずみ苑おゆみ 中央区生実町1850-7 
ジャパンケア千葉都町 中央区都町1198-5 
デイサービスビィカインド仁戸名店 中央区仁戸名町613-9 
やすらぎ家今井亭弐 中央区今井1-17-4-2F 
デイサービス粋生倶楽部都町 中央区都町1-54-23 
茶話本舗デイサービス椿森亭 中央区椿森6-2-11 
ヒューマンライフケア千葉院内の湯 中央区院内1-7-6 
コミュニケア２４癒しのデイサービス千葉中央 中央区都町1-19-11 
デイサービスセンター新千葉一倫荘 中央区新千葉3-10-20 
デイサービスセンターみのり 中央区椿森1-26-4 
機能回復訓練＆健康増進りはるーむ 中央区本町2-3-19-101 
茶話本舗デイサービス蘇我ゆとろぎ亭 中央区白旗3-9-21 
（株）ＪＰケア 中央区中央1-8-7 
デイサービスクラス葛城 中央区葛城3-2-40 
リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ松ケ丘店 中央区松ケ丘町264-1 
リハビリデイサービスいきいき都町 中央区都町2-15-1レジデンス都町1階 
ひばりデイサービス千葉中央 中央区都町2-20-17ガーデンテラス千葉中央2F 
都町デイサービスセンター明かり 中央区都町3-25-18 
タカサデイルーム青葉の森 中央区青葉町1273-3 
介護予防専門リハ ライズ 中央区新千葉3-10-20 4階 
デイ倶楽部きら星 中央区村田町711-3 
さくらあるケア楽歩 中央区今井3-3-1 
茶話本舗デイサービス佼和浜野亭 中央区浜野町1025-12 
デイサービスセンターさんかく 中央区生実町2149-3 
医療法人社団椿森会デイサービスセンター光 中央区椿森2-7-13 
レッツ倶楽部千葉中央 中央区都町2-13-1 パークアベニュー101号室 
だんらんの家東千葉 中央区東千葉2-5-13 
デイサービス楽笑東千葉 中央区東千葉3-2-7 
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名称 住所 
ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ西千葉 中央区松波2-9-1 ベルメゾン松波103 
木下の介護蘇我 中央区蘇我3-23-78 
ローゼンホーム仁戸名デイサービスセンター 中央区仁戸名町547-9 
だんらんの家仁戸名 中央区仁戸名町371 
レッツ倶楽部ちば 中央区松波4-13-1 
リハビリ特化型デイサービスえにしあ千葉店 中央区弁天3-14-2 
ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ本千葉 中央区長洲1-17-15 アネックス長洲101号室 
茶話本舗COCOYORIデイサービスセンター登戸 中央区登戸4-5-6 
茶話本舗COCOYORIデイサービスセンター新千葉 中央区新千葉3-2-21 
ツクイ千葉みなと町 中央区港町25-36 
だんらんの家旭町 中央区旭町1-13 
デイサービスみんなの家蘇我 中央区生実町1572-2 
晴山苑デイサービスセンター 花見川区花島町149-1 
デイサービスセンター一倫荘 花見川区大日町1492-2 
千葉市花見川いきいきプラザ 花見川区三角町750 
デイサービスセンター桜ホーム 花見川区幕張本郷3－4－22 
ヤックスデイサービスセンター新検見川 花見川区畑町1425 
デイサービスセンター桐花園 花見川区幕張町3－2362－2 
ヤックスデイサービスセンター花見川 花見川区柏井1-4-1 
あさひデイサービスセンター 花見川区宮野木台2-2-12 
デイサービスセンター花見の里 花見川区柏井町277-5 
あおぞらの里花見川デイサービスセンター 花見川区畑町467-5 
デイサービスセンターからたち 花見川区幕張町5-225 
ニチイケアセンターさつきが丘 花見川区さつきが丘2-28-15 
ケアセンターつどい武石 花見川区武石町1-824 
ミニデイルーム・パル 花見川区作新台6-16-5-101 
いしいさん家 花見川区柏井4-26-4 
嶋木鍼灸接骨院通所介護事業所 花見川区作新台6-6-21 
れんげの家 花見川区花園町1574-18 
デイサービスセンターゆかりの里 花見川区千種町380-6 
アイネット幕張デイサービス 花見川区幕張町1-5027アイネット幕張ビル1階 
デイサービスセンターりんりん 花見川区宇那谷町1735 
エターナルデイサービスセンター幕張 花見川区幕張町5-417-222-120 
デイサービスパーク 花見川区幕張本郷6-20-24 
ふくし村健康道場 花見川区大日町1260-7 
デイサービス・元気庵こてはし店 花見川区横戸台17-5 
デイサービス花園町 花見川区花園町2435-45 
茶話本舗デイサービス千葉北亭 花見川区千種町196-36 
デイサービスセンターふくふくさつきが丘 花見川区さつきが丘1-44-24 
幕張本郷介護予防センター 花見川区幕張本郷3-7-20 群山久103号 
パーク幕張本郷 花見川区幕張本郷6-20-25 
デイサービス小さな家 花見川区浪花町909-27 
茶話本舗デイサービス花園亭 花見川区花園2-9-10 
さつきが丘介護予防センター 花見川区さつきが丘2-1-1-114 
いなせなデイサービスさつきが丘 花見川区さつきが丘2-9-3 
畑町ケアセンターそよ風 花見川区畑町1334-1 
みすずの苑デイルーム 花見川区朝日ケ丘1-21-13 
ヴェルデデイサービスセンター 花見川区千種町205-13 
リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ花見川店 花見川区千種町236-26 
デイサービス・元気庵千葉北店 花見川区こてはし台4-7-2 
茶話本舗デイサービスこてはし台 花見川区こてはし台1-18-8 
デイサービス・たんぽぽ 花見川区朝日ケ丘3-2-61 
トータルリハセンター幕張本郷 花見川区幕張本郷3-5-1鈴善ビル1階 
デイサービス・元気庵千種町店 花見川区千種町356-52 
ゆうゆう苑指定通所介護 花見川区犢橋町10 
茶話本舗デイサービス幕張別邸 花見川区幕張本郷3-6-29 
デイサービスきぶしの杜千葉花見川 花見川区長作町925-17 
パーク検見川 花見川区検見川町2-464-7 
デイサービスセンターリブ花見川 花見川区花見川3-26-103 
ぷらりっとデイサービス 花見川区天戸町1374-1 
デイサービスセンターそら 花見川区三角町25-11 
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デイサービス・元気庵千葉三角町店 花見川区三角町771-13 
幕張ケアセンターそよ風 花見川区幕張町6-67 
デイサービスセンターなごやか千葉さつきが丘 花見川区さつきが丘1-24-5 
リハビリデイサービスいきいき千種町 花見川区千種町231-5 
デイサービスひまわりの家 花見川区千種町74-3 
医療法人社団ふけ会ヒーリングヴィラリゾート 花見川区千種町87 
デイサービスポピー 花見川区犢橋町678-1 
ふれあっぷ千葉朝日ヶ丘 花見川区朝日ケ丘1-1-1 ふきのとうビル１Ｆ 
茶話本舗COCOYORIデイサービスセンター長作 花見川区長作町9-11 
だんらんの家朝日ヶ丘 花見川区朝日ケ丘5-22-7 
デイサービスセンターソレイユ千葉北 稲毛区長沼原町250番地 
ツクイ小仲台 稲毛区小仲台6-16-6 
ステップ・ワン京葉 稲毛区長沼町116-1-101 
いなげケアセンターそよ風 稲毛区穴川3-6-12 
石橋接骨院リハビリデイサービス 稲毛区園生町253-16 
みやのぎデイサービス 稲毛区宮野木町1551-131 
青春道場 稲毛区宮野木町1722-147 
千葉千草台デイサービスセンター 稲毛区千草台1-1-24-101 千草台団地 
稲毛グループホーム 稲毛区園生町153-1 
がってん！となり組でい 稲毛区小中台町40 
稲毛こひつじ園デイサービスセンター 稲毛区萩台町380-2 
石橋接骨院介護予防デイサービス 稲毛区宮野木町1649-17 寿荘1階 
プラチナ・デイサービスセンターいなげ 稲毛区山王町103-4 
青春道場春風 稲毛区宮野木町1722-119 
スマイルデイサービス 稲毛区小中台町275-1 
コミュニケア２４癒しのデイサービス稲毛 稲毛区長沼町252-5 
あさひデイサービスセンター稲毛 稲毛区稲毛東2-12-14 
西千葉リハビリデイサービス 稲毛区轟町1-6-13 
デイサービス・元気庵千葉稲毛店 稲毛区園生町389-11 
茶話本舗デイサービス稲毛菜の華亭 稲毛区宮野木町1480-1-5宮野木ｸﾞﾗﾝﾄﾞｶﾞｰﾃﾞﾝC号棟
デイホームすまいる 稲毛区六方町28-9 
リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ天台店 稲毛区作草部町1255-1 
アースサポート千葉 稲毛区稲毛3-10-24 
にこにこステーションクラブ稲毛 稲毛区柏台1-5 
デイサービスみんなの家稲毛 稲毛区園生町468-21 
生活クラブ風の村デイサービスセンター稲毛 稲毛区園生町1107-7 
リハビリデイサービスいきいき天台 稲毛区天台3-1-26 第2豊ビル1階 
リハビリスタジオてぃーだ小仲台 稲毛区小仲台8-5-6 
デイサービスオハナ 稲毛区小仲台8-22-11-105 
ヒューマンライフケアさくら 稲毛区宮野木町1286-82 
楽リハデイサービスセンター西千葉 稲毛区緑町1-26-7メゾンドディマンシェ1階 
だんらんの家稲毛 稲毛区小仲台3-2-20 
だんらんの家小深町 稲毛区小深町19 
リハビリ道場天台 稲毛区天台4-2-26 
メディカルプライマリー稲毛 稲毛区園生町1025-1 
ヒューマンライフケアさくら２号館 稲毛区宮野木町1480-1-9 
デイサービスちゃお 稲毛区園生町902-1 ビラ園生102号室 
のぞみの家 稲毛区宮野木町1294-2 
アドバンスクラブ天台 稲毛区天台5-8-9ローズアヴェニュー稲毛天台1F 
シャローム若葉 若葉区桜木5-15-1 
いずみ苑デイサービスセンター 若葉区中田町1044番地55 
中野園デイサービスセンター 若葉区中野町2148-6 
セイワ若松デイサービスセンター 若葉区若松町792-1 
デイサービスセンター若葉 若葉区都賀2-13-1 
ちば美香苑デイサービスセンター 若葉区佐和町322-88 
昌晴園デイサービスセンター 若葉区野呂町736番地1号 
デイサービスセンターサンライズビラ 若葉区大宮町2107番地 
デイサービスセンター恵光園 若葉区大広町252-4 
飯倉整骨院デイサービスすずかけ 若葉区大宮台7-12-2 
一般財団法人柏戸記念財団柏戸デイサービスセンター 若葉区小倉台4－18－3 
デイサービスセンター清和園 若葉区多部田町1468 
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デイサービス・元気庵千葉三角町店 花見川区三角町771-13 
幕張ケアセンターそよ風 花見川区幕張町6-67 
デイサービスセンターなごやか千葉さつきが丘 花見川区さつきが丘1-24-5 
リハビリデイサービスいきいき千種町 花見川区千種町231-5 
デイサービスひまわりの家 花見川区千種町74-3 
医療法人社団ふけ会ヒーリングヴィラリゾート 花見川区千種町87 
デイサービスポピー 花見川区犢橋町678-1 
ふれあっぷ千葉朝日ヶ丘 花見川区朝日ケ丘1-1-1 ふきのとうビル１Ｆ 
茶話本舗COCOYORIデイサービスセンター長作 花見川区長作町9-11 
だんらんの家朝日ヶ丘 花見川区朝日ケ丘5-22-7 
デイサービスセンターソレイユ千葉北 稲毛区長沼原町250番地 
ツクイ小仲台 稲毛区小仲台6-16-6 
ステップ・ワン京葉 稲毛区長沼町116-1-101 
いなげケアセンターそよ風 稲毛区穴川3-6-12 
石橋接骨院リハビリデイサービス 稲毛区園生町253-16 
みやのぎデイサービス 稲毛区宮野木町1551-131 
青春道場 稲毛区宮野木町1722-147 
千葉千草台デイサービスセンター 稲毛区千草台1-1-24-101 千草台団地 
稲毛グループホーム 稲毛区園生町153-1 
がってん！となり組でい 稲毛区小中台町40 
稲毛こひつじ園デイサービスセンター 稲毛区萩台町380-2 
石橋接骨院介護予防デイサービス 稲毛区宮野木町1649-17 寿荘1階 
プラチナ・デイサービスセンターいなげ 稲毛区山王町103-4 
青春道場春風 稲毛区宮野木町1722-119 
スマイルデイサービス 稲毛区小中台町275-1 
コミュニケア２４癒しのデイサービス稲毛 稲毛区長沼町252-5 
あさひデイサービスセンター稲毛 稲毛区稲毛東2-12-14 
西千葉リハビリデイサービス 稲毛区轟町1-6-13 
デイサービス・元気庵千葉稲毛店 稲毛区園生町389-11 
茶話本舗デイサービス稲毛菜の華亭 稲毛区宮野木町1480-1-5宮野木ｸﾞﾗﾝﾄﾞｶﾞｰﾃﾞﾝC号棟
デイホームすまいる 稲毛区六方町28-9 
リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ天台店 稲毛区作草部町1255-1 
アースサポート千葉 稲毛区稲毛3-10-24 
にこにこステーションクラブ稲毛 稲毛区柏台1-5 
デイサービスみんなの家稲毛 稲毛区園生町468-21 
生活クラブ風の村デイサービスセンター稲毛 稲毛区園生町1107-7 
リハビリデイサービスいきいき天台 稲毛区天台3-1-26 第2豊ビル1階 
リハビリスタジオてぃーだ小仲台 稲毛区小仲台8-5-6 
デイサービスオハナ 稲毛区小仲台8-22-11-105 
ヒューマンライフケアさくら 稲毛区宮野木町1286-82 
楽リハデイサービスセンター西千葉 稲毛区緑町1-26-7メゾンドディマンシェ1階 
だんらんの家稲毛 稲毛区小仲台3-2-20 
だんらんの家小深町 稲毛区小深町19 
リハビリ道場天台 稲毛区天台4-2-26 
メディカルプライマリー稲毛 稲毛区園生町1025-1 
ヒューマンライフケアさくら２号館 稲毛区宮野木町1480-1-9 
デイサービスちゃお 稲毛区園生町902-1 ビラ園生102号室 
のぞみの家 稲毛区宮野木町1294-2 
アドバンスクラブ天台 稲毛区天台5-8-9ローズアヴェニュー稲毛天台1F 
シャローム若葉 若葉区桜木5-15-1 
いずみ苑デイサービスセンター 若葉区中田町1044番地55 
中野園デイサービスセンター 若葉区中野町2148-6 
セイワ若松デイサービスセンター 若葉区若松町792-1 
デイサービスセンター若葉 若葉区都賀2-13-1 
ちば美香苑デイサービスセンター 若葉区佐和町322-88 
昌晴園デイサービスセンター 若葉区野呂町736番地1号 
デイサービスセンターサンライズビラ 若葉区大宮町2107番地 
デイサービスセンター恵光園 若葉区大広町252-4 
飯倉整骨院デイサービスすずかけ 若葉区大宮台7-12-2 
一般財団法人柏戸記念財団柏戸デイサービスセンター 若葉区小倉台4－18－3 
デイサービスセンター清和園 若葉区多部田町1468 
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デイサービスわらって 若葉区加曽利町964-21 
シャローム若葉第２デイサービスセンター 若葉区若松町2170-8 
デイサービスもえぎ 若葉区大宮町3426-10 
寿クラブデイサービス 若葉区小倉町829-1 
飯倉整骨院機能訓練型デイサービスすずかけ 若葉区大宮町3099-1 
デイサービスあんしんケアホーム若葉 若葉区大宮町3094-2 
がってん！となり組でい桜木 若葉区桜木北3-12-15 
デイサービスセンター小倉町いずみ苑 若葉区小倉町1325-1 
デイサービスクラス千城台 若葉区千城台南4-3-10 
お茶屋御殿デイサービス 若葉区御殿町2537-1 
あずみ苑若葉 若葉区原町926-3 
デイサービスのどか 若葉区中田町492 
シャローム若葉介護予防デイサービスセンター 若葉区若松町2170-8 
ツクイみつわ台 若葉区みつわ台2-26 
デイサービスセンターケアサポートわかば 若葉区若松町502-9 
デイサービスセンターらいふリハ 若葉区源町563-5 
ほっと・すまいる千城台 若葉区千城台南1-2-3 
デイサービス楽笑みつわ台 若葉区みつわ台4-13-5 
デイサービスはるかぜ 若葉区中野町707 
介護予防運動デイサービスＫＡＧＡＹＡＫＩみつわ台店 若葉区みつわ台5-38-6 
デイサービスクラスあさひ 若葉区千城台東4-21-5 
憩デイサービス若松 若葉区若松町2170-2 
デイサービス幸せカルテ加曽利事業所 若葉区加曽利町520 
総泉病院デイサービスこゆず 若葉区千城台東2-2-6 
フラワー通所介護センター 若葉区谷当町1079-8 
若葉ケアコミュニティそよ風 若葉区若松町2076-3 
樹楽小倉台 若葉区小倉台4-15-11 
だんらんの家加曽利 若葉区加曽利町1039-2 
デイサービスのどか高品 若葉区高品町589ルミエール若葉103号室 
GENKINEXT千葉御成台 若葉区御成台3-8-1 
デイサービス希（のぞみ） 若葉区桜木北3-23-12 
樹楽大宮台 若葉区北大宮台16-5 
デイサービスゆらり 若葉区大井戸町629 
石橋接骨院リハビリデイサービス東千葉 若葉区高品町1585-24 
リハビリデイサービスみっつの輪 若葉区若松町531-130 
茶話本舗デイサービスまさきや桜木北 若葉区桜木北3-18-74 
エルケアデイサービス若葉 若葉区西都賀2-20-2 第5フェニックスビル1F 
デイサービスセンター桜木壱番館 若葉区桜木4-17-39 
Oasis club千葉御成台 若葉区御成台1-1-14 
デイサービス竹の子の里 若葉区中田町1110 
デイサービス森の木 若葉区中野町107－1 
デイサービス粋生遊癒 若葉区西都賀4-15-15 
ポラリスデイサービスセンター桜木 若葉区桜木4-13-3 
裕和園デイサービスセンター 緑区高田町1084番地 
デイサービスセンター千寿苑 緑区大木戸町1200-73 
デイサービスセンターけやき園 緑区鎌取町75-1 
ときわ園デイサービスセンターこもれび 緑区平川町1731 
デイサービスセンターはなみずき 緑区越智町747-92 
鎌取ケアコミュニティそよ風 緑区おゆみ野3丁目26-3 
デイサービスセンタータイセイ 緑区土気町1592-4 
エターナルデイサービスセンターおゆみ野 緑区おゆみ野中央6-50-10 
デイサービスみどりの里 緑区誉田町2-2-12 
デイサービス粋生倶楽部おゆみ野 緑区おゆみ野中央7-30-7 
デイサービスクラスおゆみ野 緑区おゆみ野5-18-9 
デイサービスココファンあすみが丘 緑区あすみが丘3-52-6 
ふれあいの森リハビリサポート 緑区おゆみ野5-2-21 
コミュニケア２４癒しのデイサービスおゆみ野 緑区おゆみ野中央4-26-6 
コミュニケア２４リハビリデイサービスおゆみ野 緑区おゆみ野中央4-26-6 
デイサービスさんぽ道あすみが丘事業所 緑区あすみが丘5-44-1 
茶話本舗デイサービスまろわ亭 緑区土気町1619-3 
デイサービスえくぼの朋 緑区あすみが丘5-51-5 
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名称 住所 
デイサービスみどり庭 緑区大膳野町1055-12 
デイサービスセンターつくしんぼ 緑区誉田町2-10-13 
通所介護事業所ロイヤル千葉グリーンホーム 緑区あすみが丘東2-21-1 
おゆみ野デイ慶 緑区おゆみ野中央8-11-2 
パワーアップステーションひまわり 緑区あすみが丘3-1-19 
自遊くらぶおゆみ野 緑区おゆみ野中央6-48-4 
りんごの歌土気町 緑区土気町1709-4 
めだかの学校デイサービスあすみが丘 緑区あすみが丘1-7-7 
春の日デイサービスセンター 緑区誉田町1-794-17 
ケアステーションあさひ土気 緑区土気町1583-1 
千葉市美浜いきいきプラザ 美浜区高洲3-5-6 
特別養護老人ホームみはま苑 美浜区高洲3-3-12 
セイワ美浜デイサービスセンター 美浜区磯辺2-21-2 
東電さわやかデイサービス美浜 美浜区高洲2-3-13 
美浜デイサービスセンターささえ愛 美浜区磯辺6-3-10 
デイサービス粋生倶楽部美浜 美浜区高洲1-6-20 
デイサービス健康畑イナゲ 美浜区高洲3-21-1 稲毛マリンピア専門館2F 
リハビリスタジオてぃーだ真砂 美浜区真砂5-2-3 
千葉ケア企業組合デイサービスまさご 美浜区真砂1-10-18 
デイサービスたんぽぽあそびのいえ 美浜区磯辺1-18-5 
デイサービスココファン幕張ベイタウン 美浜区打瀬1-11-1 
しょうじゅ美浜デイサービスセンター 美浜区幸町2-12-2 
デイサービスライズ 美浜区幕張西1-14-1 
茶話本舗COCOYORIデイサービスセンター磯辺 美浜区磯辺2-17-5 
ミック健康の森真砂 美浜区真砂5-21-6 
みはま介護予防センター 美浜区高洲1-16-15 ウインド稲毛1-Ａ 

 ■ 居宅介護支援 
介護を必要とする人が適切なサービスを利用できるよう、本人や家族の要望を伺いながら、ケアプランの

作成や見直し、サービス事業者や施設との連絡調整を行います。 
名称 住所 

陽だまり介護相談室 中央区新田町2-10 サイトウビル3 405号 
有限会社銀座薬局 中央区中央3-5-8 
木下の介護蘇我弐番館 中央区蘇我3-23-78 
訪問看護ステーションこすもす 中央区末広3-27-13 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾊｳｽ末広弐番館212号室
訪問介護ステーションあおぞら 中央区神明町26-3 
浜野・あおいホームケアサービス 中央区浜野町423-1 
独立行政法人地域医療機能推進機構千葉病院附属居宅介護支援ｾﾝﾀｰ 中央区仁戸名町682 
東電さわやかケア千葉・居宅介護支援 中央区新宿1-8-12 東新マンション1階 
礎居宅介護支援センター 中央区浜野町1085-3 
千葉診ケアプランセンターひたき 中央区矢作町384-2 ハイツヤハギ102 
千葉市医師会立訪問看護ステーション 中央区神明町204番地 
千葉在宅介護センター 中央区中央3-5-3 玄昌ビル3階 
生実ケアセンターそよ風居宅介護支援 中央区生実町1967-8 
松ヶ丘ケアセンター 中央区星久喜町1158-7 第2CI ﾋﾞﾙ 1F 
淑徳共生苑居宅介護支援事業所 中央区生実町2407-1 
居宅介護支援事業所のぞみ 中央区星久喜町158-1 光生ビル103 
居宅介護支援事業所アミーゴ 中央区松波2-18-5 
居宅介護支援ふれあいセンター 中央区赤井町10-3 
居宅介護支援センターりあん 中央区花輪町14-5メゾン・ド・藤203号室 
居宅介護支援センターピアポート千寿苑 中央区問屋町6-4 
居宅介護支援サービスみやび 中央区仁戸名町361-53 
株式会社ケアフレンドモリタ 中央区本町3丁目2番14号 
株式会社クリーンメイト千葉サービスセンター 中央区登戸4-3-9 
株式会社エイコウ総合福祉サービス青葉の森 中央区末広2-7-4 
学研ココファン蘇我 中央区稲荷町1-4-1 
介護サービス友乃家千葉中央事業所 中央区南町2-19-7 ビル高菜2F 
医療法人社団福寿会居宅介護支援事業所ひまわり 中央区今井2-7-9 
医療法人社団椿森会居宅介護支援事業所 中央区椿森2-7-13 
医療法人社団中村内科ｸﾘﾆｯｹｱﾌﾟﾗﾝﾌﾛｰﾚﾝ 中央区千葉寺町309-2 
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名称 住所 
デイサービスみどり庭 緑区大膳野町1055-12 
デイサービスセンターつくしんぼ 緑区誉田町2-10-13 
通所介護事業所ロイヤル千葉グリーンホーム 緑区あすみが丘東2-21-1 
おゆみ野デイ慶 緑区おゆみ野中央8-11-2 
パワーアップステーションひまわり 緑区あすみが丘3-1-19 
自遊くらぶおゆみ野 緑区おゆみ野中央6-48-4 
りんごの歌土気町 緑区土気町1709-4 
めだかの学校デイサービスあすみが丘 緑区あすみが丘1-7-7 
春の日デイサービスセンター 緑区誉田町1-794-17 
ケアステーションあさひ土気 緑区土気町1583-1 
千葉市美浜いきいきプラザ 美浜区高洲3-5-6 
特別養護老人ホームみはま苑 美浜区高洲3-3-12 
セイワ美浜デイサービスセンター 美浜区磯辺2-21-2 
東電さわやかデイサービス美浜 美浜区高洲2-3-13 
美浜デイサービスセンターささえ愛 美浜区磯辺6-3-10 
デイサービス粋生倶楽部美浜 美浜区高洲1-6-20 
デイサービス健康畑イナゲ 美浜区高洲3-21-1 稲毛マリンピア専門館2F 
リハビリスタジオてぃーだ真砂 美浜区真砂5-2-3 
千葉ケア企業組合デイサービスまさご 美浜区真砂1-10-18 
デイサービスたんぽぽあそびのいえ 美浜区磯辺1-18-5 
デイサービスココファン幕張ベイタウン 美浜区打瀬1-11-1 
しょうじゅ美浜デイサービスセンター 美浜区幸町2-12-2 
デイサービスライズ 美浜区幕張西1-14-1 
茶話本舗COCOYORIデイサービスセンター磯辺 美浜区磯辺2-17-5 
ミック健康の森真砂 美浜区真砂5-21-6 
みはま介護予防センター 美浜区高洲1-16-15 ウインド稲毛1-Ａ 

 ■ 居宅介護支援 
介護を必要とする人が適切なサービスを利用できるよう、本人や家族の要望を伺いながら、ケアプランの

作成や見直し、サービス事業者や施設との連絡調整を行います。 
名称 住所 

陽だまり介護相談室 中央区新田町2-10 サイトウビル3 405号 
有限会社銀座薬局 中央区中央3-5-8 
木下の介護蘇我弐番館 中央区蘇我3-23-78 
訪問看護ステーションこすもす 中央区末広3-27-13 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾊｳｽ末広弐番館212号室
訪問介護ステーションあおぞら 中央区神明町26-3 
浜野・あおいホームケアサービス 中央区浜野町423-1 
独立行政法人地域医療機能推進機構千葉病院附属居宅介護支援ｾﾝﾀｰ 中央区仁戸名町682 
東電さわやかケア千葉・居宅介護支援 中央区新宿1-8-12 東新マンション1階 
礎居宅介護支援センター 中央区浜野町1085-3 
千葉診ケアプランセンターひたき 中央区矢作町384-2 ハイツヤハギ102 
千葉市医師会立訪問看護ステーション 中央区神明町204番地 
千葉在宅介護センター 中央区中央3-5-3 玄昌ビル3階 
生実ケアセンターそよ風居宅介護支援 中央区生実町1967-8 
松ヶ丘ケアセンター 中央区星久喜町1158-7 第2CI ﾋﾞﾙ 1F 
淑徳共生苑居宅介護支援事業所 中央区生実町2407-1 
居宅介護支援事業所のぞみ 中央区星久喜町158-1 光生ビル103 
居宅介護支援事業所アミーゴ 中央区松波2-18-5 
居宅介護支援ふれあいセンター 中央区赤井町10-3 
居宅介護支援センターりあん 中央区花輪町14-5メゾン・ド・藤203号室 
居宅介護支援センターピアポート千寿苑 中央区問屋町6-4 
居宅介護支援サービスみやび 中央区仁戸名町361-53 
株式会社ケアフレンドモリタ 中央区本町3丁目2番14号 
株式会社クリーンメイト千葉サービスセンター 中央区登戸4-3-9 
株式会社エイコウ総合福祉サービス青葉の森 中央区末広2-7-4 
学研ココファン蘇我 中央区稲荷町1-4-1 
介護サービス友乃家千葉中央事業所 中央区南町2-19-7 ビル高菜2F 
医療法人社団福寿会居宅介護支援事業所ひまわり 中央区今井2-7-9 
医療法人社団椿森会居宅介護支援事業所 中央区椿森2-7-13 
医療法人社団中村内科ｸﾘﾆｯｹｱﾌﾟﾗﾝﾌﾛｰﾚﾝ 中央区千葉寺町309-2 
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名称 住所 
医療法人社団青光会まちかど相談室 中央区白旗2-14-5 
ローゼンヴィラはま野居宅介護支援事業所 中央区南生実町461-2 
レビー・ケア株式会社居宅介護支援事業所「ﾚﾋﾞｰ白雲」 中央区弁天3-17-2 
やさしい手浜野居宅介護支援事業所 中央区村田町1120 ライブガーデン千葉浜野1階
やさしい手千葉居宅介護支援事業所 中央区新田町4-22 サンライト202 
やさしい手青葉町居宅介護支援事業所 中央区千葉寺町577-6 
マイプランひまわり 中央区市場町2-15 渡辺ビル2階203号 
ほっとはぁと・蘇我ケアセンター 中央区今井1-16-6 
ほーぷケアセンター居宅介護支援事業所 中央区生実町1572-1 
ふれあいケアちば 中央区都町1227-2 
フジ薬局 中央区東千葉1-13-2 
ヒューマンライフケア千葉院内の湯 中央区院内1-7-6 
ひまわりケアサービス 中央区都町996-58 
ひまわりケア 中央区亥鼻1-2-5JEビル 
ビィカインド千葉店 中央区仁戸名町440-8 
ハーモニー介護ステーション 中央区松波4-20-4 三枝ビル2F 
ニチイケアセンターはまの 中央区村田町1226 
つるかめ居宅介護支援サービス 中央区赤井町33-1 
ダリアケアセンター 中央区都町979-1 
タカサケアサポート青葉の森 中央区青葉町1273-3 
セントケアちば 中央区蘇我2-5-3 
ジャパンケア千葉中央 中央区道場南1-5-7 グリーンパレス1FA 
さくらケアプラン 中央区末広3-5-1オーシャンロッジ102号 
さくらケアサービス 中央区生実町1944-7 
コミュニティ居宅介護支援センター 中央区神明町211-1 2F 
コミュニケア２４千葉中央居宅介護支援事業所 中央区都町1-19-11 
ケアプラン笑顔 中央区星久喜町947-8 
ケアプランたんぽぽ 中央区神明町13-4-301 
ケアプランそら 中央区出洲港3-1 ロイヤルステージ本千葉505号
ケアプランセンター桜道 中央区宮崎町456-2 
ケアプランセンターはつらつ浜野 中央区浜野町338-1 
ケアプランセンターこもれ陽の輪 中央区新千葉3-2-1新千葉プラザマンション310号
ケアプランセンターあおば 中央区浜野町1000 タウニー浜野Ａ-206 
ケアデザイン居宅介護支援センター 中央区川戸町352-35 
ケアサポート新千葉一倫荘 中央区新千葉3-10-20 
クラーチ居宅介護支援事業所千葉 中央区松波1-11-3 石橋松波ビル1A 
カンナ訪問看護ステーション 中央区仁戸名町710-2 
かたくり千葉中央 中央区新田町14-11 
かしわど訪問看護ステーション 中央区長洲2丁目20番27号 
オリックスケアプランセンター千葉みなと/駅前通 中央区中央港1-15-8 
オリックスケアプランセンター千葉みなと 中央区中央港1-18-28 
うらら在宅介護支援センター 中央区千葉寺町188 
ウィッシュ蘇我居宅介護支援事業所 中央区南町2-22-14-201 
いちごケアサービス 中央区道場北2-18-34 
いきいきケアプラン都町 中央区都町2-15-1レジデンス都町1階 
アルマケアサービス 中央区寒川町1-232 
アミカ千葉中央介護センター 中央区市場町6-8  ｸﾘｽﾀﾙｽｸｴｱ INOHANA052号 
アピス 中央区長洲1-19-8 マエダBLD 2階 
あずみ苑ラ・テラス葛城 中央区葛城1-1-1 
あずみ苑おゆみ 中央区生実町1850-7 
あすなろ介護相談室 中央区本町2-1-21石井ﾋﾞﾙ 2階 
あいわ介護仁戸名居宅支援事業所 中央区仁戸名町371 
アースサポート千葉中央 中央区今井2-18-17 
NPO法人介護サービス千葉中央 中央区院内2-15-13 
ＪＡ千葉厚生連介護サービス居宅介護支援事業所 中央区新千葉3丁目2番6号 千葉県農業会館6階
ＪＡ千葉みらい居宅介護支援事業所 中央区千葉港5-25 
COCOYORIケアプランセンター登戸 中央区登戸4-5-6 
髙橋接骨院介護プランサービス 花見川区幕張町3-1105-12-2Ｆ 
幕張本郷クリニック 花見川区幕張本郷3－22－2 
幕張やわらぎ 花見川区幕張本郷3-3-12 サニーライフ幕張内 
畑町ケアセンターそよ風 花見川区畑町1334-1 
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白樺・池上介護センター 花見川区花見川7-19-102 
特定非営利活動法人まごころサービス千葉 花見川区幕張本郷1-23-15  ｸﾞﾗﾝﾄﾞｩｰﾙ第2-107号
特定非営利活動法人はなまる企画 花見川区花園1-6-7 
千葉れんげサービス 花見川区花園町1574-18 
晴山苑居宅介護支援事業所 花見川区花島町149-1 
山びこ会 花見川区検見川町3-302-3-404 
最成病院居宅介護支援室 花見川区柏井町1132-1 
合同会社ムカエ介護支援事業所 花見川区宮野木台3-5-2 
京葉治療院在宅ケアネットワーク 花見川区畑町432-1 STビル103 
居宅介護支援事業所桐花園 花見川区幕張町3-2362-2 
居宅介護支援事業所ゆーはーと 花見川区三角町25-11 
居宅介護支援事業所キュー企画ケアサービス 花見川区幕張本郷2-16-15 
居宅介護支援センター花見の里 花見川区柏井町277-5 
株式会社みずほコミュニケーションズ 花見川区検見川町5-2240-4 
介護老人保健施設ほうゆう苑 花見川区犢橋町671-3 
花見川訪問看護ステーション 花見川区天戸町1495-4 
花園診療所 花見川区花園2-8-25 
ワムケアすずの音ケアプランセンター 花見川区柏井1-6-4 コーポソレイユ102 
ヤックスケアセンター新検見川 花見川区畑町1425  ﾔｯｸｽﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ新検見川内
みやのぎ訪問看護ステーション 花見川区宮野木台1丁目5番地12号 
マウントバード居宅介護 花見川区千種町231 
ハートフル幕張 花見川区花園3-5-7 
パーク検見川 花見川区検見川町2-464-7 
ニチイケアセンターはなぞの 花見川区南花園1-44-9 高山ビル101号 
ニチイケアセンターさつきが丘 花見川区さつきが丘2-28-15 
ジャパンケア千葉幕張 花見川区幕張町4-619-24 千協伸ビル2F 
サクラ・ケアセンター 花見川区作新台6-18-16 作新台ﾊｲﾂ小山5号館203
こてはし台晴山苑居宅介護支援事業所 花見川区こてはし台5-1-16 
ケイワ介護サービス 花見川区千種町166-90 
ケアプラン鈴の庵 花見川区幕張本郷7-31-3 
ケアプラン幕張 花見川区幕張町5-392-3 
ケアプランはいびすかす 花見川区花見川4-16-113 
ケアプランセンターエイゼット 花見川区朝日ケ丘5-1-1 
ケアプランサービスリブケア花見川 花見川区花見川3-29-101 
ケアプランあんしん 花見川区横戸町1565-8 
ケアプランＨａｎａ 花見川区幕張本郷2-41-5 
ケアサポート一倫荘 花見川区宇那谷町1735 
ケアサポートよすが 花見川区天戸町1342-4 グリーンハイツ天戸205
ケア・パーク 花見川区幕張本郷6-20-25 
エココロケアマネ事務所 花見川区検見川町1-105-5 江沢ビル1階 
ヴェルデケアサービス花見川 花見川区千種町205-13 
ウェルカムけあまね事務所 花見川区花島町430-7 1階 
いなせなケアマネ事務所さつきが丘 花見川区さつきが丘2-9-3 
いきいきケアプラン千種町 花見川区千種町231-5 
アイプラザ介護企画 花見川区大日町1261-2 
アイケア幕張ステーション 花見川区幕張町5-417-292 
アイケア花見川ステーション 花見川区幕張町5-417-73 
あいケアマネージャー事務所 花見川区幕張町5-417-222  幕張ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ 118号
COCOYORIケアプランセンター長作 花見川区長作町9-11 
北部診療所 稲毛区天台3-4-5 
虹色介護ステーション 稲毛区宮野木町1070-2 コーポサンフラワー101
東電さわやかケア稲毛・居宅介護支援 稲毛区稲毛東3-4-15 吉田ビル2階 
東京海上日動みずたま介護ST千葉ケアプランセンター 稲毛区穴川3-5-27上総ﾋﾞﾙ 2階A号室 
大内薬局 稲毛区轟町5-4-18 
双樹苑在宅介護支援センター 稲毛区山王町162-1 
西千葉整形外科居宅介護支援事業所 稲毛区作草部1-12-5 
生活クラブ風の村ケアプランセンター稲毛 稲毛区園生町1107-7 
三希工房猫の耳 稲毛区穴川3-12-15 
在宅コーディネート稲毛 稲毛区小仲台1-4-20 イオン稲毛店4階 
合同会社ビックバン 稲毛区千草台2-2-1-106 
居宅介護支援事業所アルマ美浜 稲毛区稲毛東2-18-15 
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白樺・池上介護センター 花見川区花見川7-19-102 
特定非営利活動法人まごころサービス千葉 花見川区幕張本郷1-23-15  ｸﾞﾗﾝﾄﾞｩｰﾙ第2-107号
特定非営利活動法人はなまる企画 花見川区花園1-6-7 
千葉れんげサービス 花見川区花園町1574-18 
晴山苑居宅介護支援事業所 花見川区花島町149-1 
山びこ会 花見川区検見川町3-302-3-404 
最成病院居宅介護支援室 花見川区柏井町1132-1 
合同会社ムカエ介護支援事業所 花見川区宮野木台3-5-2 
京葉治療院在宅ケアネットワーク 花見川区畑町432-1 STビル103 
居宅介護支援事業所桐花園 花見川区幕張町3-2362-2 
居宅介護支援事業所ゆーはーと 花見川区三角町25-11 
居宅介護支援事業所キュー企画ケアサービス 花見川区幕張本郷2-16-15 
居宅介護支援センター花見の里 花見川区柏井町277-5 
株式会社みずほコミュニケーションズ 花見川区検見川町5-2240-4 
介護老人保健施設ほうゆう苑 花見川区犢橋町671-3 
花見川訪問看護ステーション 花見川区天戸町1495-4 
花園診療所 花見川区花園2-8-25 
ワムケアすずの音ケアプランセンター 花見川区柏井1-6-4 コーポソレイユ102 
ヤックスケアセンター新検見川 花見川区畑町1425  ﾔｯｸｽﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ新検見川内
みやのぎ訪問看護ステーション 花見川区宮野木台1丁目5番地12号 
マウントバード居宅介護 花見川区千種町231 
ハートフル幕張 花見川区花園3-5-7 
パーク検見川 花見川区検見川町2-464-7 
ニチイケアセンターはなぞの 花見川区南花園1-44-9 高山ビル101号 
ニチイケアセンターさつきが丘 花見川区さつきが丘2-28-15 
ジャパンケア千葉幕張 花見川区幕張町4-619-24 千協伸ビル2F 
サクラ・ケアセンター 花見川区作新台6-18-16 作新台ﾊｲﾂ小山5号館203
こてはし台晴山苑居宅介護支援事業所 花見川区こてはし台5-1-16 
ケイワ介護サービス 花見川区千種町166-90 
ケアプラン鈴の庵 花見川区幕張本郷7-31-3 
ケアプラン幕張 花見川区幕張町5-392-3 
ケアプランはいびすかす 花見川区花見川4-16-113 
ケアプランセンターエイゼット 花見川区朝日ケ丘5-1-1 
ケアプランサービスリブケア花見川 花見川区花見川3-29-101 
ケアプランあんしん 花見川区横戸町1565-8 
ケアプランＨａｎａ 花見川区幕張本郷2-41-5 
ケアサポート一倫荘 花見川区宇那谷町1735 
ケアサポートよすが 花見川区天戸町1342-4 グリーンハイツ天戸205
ケア・パーク 花見川区幕張本郷6-20-25 
エココロケアマネ事務所 花見川区検見川町1-105-5 江沢ビル1階 
ヴェルデケアサービス花見川 花見川区千種町205-13 
ウェルカムけあまね事務所 花見川区花島町430-7 1階 
いなせなケアマネ事務所さつきが丘 花見川区さつきが丘2-9-3 
いきいきケアプラン千種町 花見川区千種町231-5 
アイプラザ介護企画 花見川区大日町1261-2 
アイケア幕張ステーション 花見川区幕張町5-417-292 
アイケア花見川ステーション 花見川区幕張町5-417-73 
あいケアマネージャー事務所 花見川区幕張町5-417-222  幕張ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ 118号
COCOYORIケアプランセンター長作 花見川区長作町9-11 
北部診療所 稲毛区天台3-4-5 
虹色介護ステーション 稲毛区宮野木町1070-2 コーポサンフラワー101
東電さわやかケア稲毛・居宅介護支援 稲毛区稲毛東3-4-15 吉田ビル2階 
東京海上日動みずたま介護ST千葉ケアプランセンター 稲毛区穴川3-5-27上総ﾋﾞﾙ 2階A号室 
大内薬局 稲毛区轟町5-4-18 
双樹苑在宅介護支援センター 稲毛区山王町162-1 
西千葉整形外科居宅介護支援事業所 稲毛区作草部1-12-5 
生活クラブ風の村ケアプランセンター稲毛 稲毛区園生町1107-7 
三希工房猫の耳 稲毛区穴川3-12-15 
在宅コーディネート稲毛 稲毛区小仲台1-4-20 イオン稲毛店4階 
合同会社ビックバン 稲毛区千草台2-2-1-106 
居宅介護支援事業所アルマ美浜 稲毛区稲毛東2-18-15 
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居宅介護支援センターハートフル・サポート 稲毛区宮野木町937第2グリーンスターハイツ204
介護老人保健施設アーバンケアセンター 稲毛区山王町168－8 
稲毛介護ネット 稲毛区小中台町501 スカイタウン3棟707号 
稲毛こひつじ園居宅介護支援センター 稲毛区萩台町380-2 
稲毛グループホーム 稲毛区園生町153-1 
医療法人社団ふけ会富家居宅介護支援センター 稲毛区穴川2-4-4 
リハビリ道場天台 稲毛区天台4-2-26 
ゆいけあ 稲毛区宮野木町835-19 
ヤックスケアプランセンター千葉 稲毛区作草部1-10-2 ヤックス作草部店内 
みどりの家居宅介護支援センター 稲毛区天台4－1－16 
みうらクリニック 稲毛区長沼町134 
プラチナ・ケアプランサービスセンターいなげ 稲毛区山王町103-4 
ファーストステージ稲毛 稲毛区園生町1025-1 
ひまわり訪問看護ステーション 稲毛区稲毛東1-7-6 
ひばりサービス稲毛センター 稲毛区稲毛東3-16-13 二葉ビル3F C号室 
ニチイケアセンター西千葉 稲毛区緑町1－18－3 新日本オフィスビル102 
ツクイ小仲台 稲毛区小仲台6-16-6 
タカサケアサポート千葉 稲毛区園生町987-19 
ソレイユ千葉北 稲毛区長沼原町250番地 
スカイハート 稲毛区稲毛台町12-12 稲毛台店舗A号室 
ジャパンケア千葉小仲台 稲毛区小仲台3-8-10 コピーヌ・カタギシ101号
サニーライフ稲毛居宅介護支援事業所 稲毛区山王町142-1 
ケアプラン石橋接骨院 稲毛区宮野木町1752-133 
ケアプラン恵の花 稲毛区長沼原町317-1  ｳﾞｨﾙﾌｫｰﾚ稲毛3番館808号
ケアプラン・アイ 稲毛区天台3-1-23 
ケアプラン．エルム 稲毛区山王町80-76 
ケアサポート・アイテム 稲毛区園生町781-1 ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ稲毛緑園都市B棟910号 

ケア・サービス笑顔ねっと 稲毛区小仲台8-34-40 CITY・COSMO小中台102 
ケア・サービス花見川介護事業所 稲毛区長沼原町497-7 
カタオカ企画 稲毛区長沼町59-15 
イリーゼ稲毛黒砂居宅介護支援事業所 稲毛区黒砂3-8-12 
アミカ稲毛介護センター 稲毛区宮野木町2153-2 
アヴァンス介護支援センター 稲毛区宮野木町1722-147 
アイビーケア 稲毛区宮野木町1265-3 
あいケアサービス 稲毛区小仲台6-18-1 稲毛パレス3階 
アースサポート千葉 稲毛区稲毛3-10-24 
飯倉整骨院居宅介護支援事業所 若葉区大宮台7-19-3 
都賀まごころケアセンター 若葉区都賀3-18-17 安藤マンション102 
総泉病院 若葉区更科町2592 
寿クラブ居宅介護支援事業所 若葉区小倉町829-1 
若葉の丘ケアセンター 若葉区小倉町1763-12 
桜木壱番館居宅介護支援事業所 若葉区桜木4-17-39 
在宅介護支援センターちば美香苑 若葉区佐和町322-88 
在宅コーディネートみつわ台 若葉区みつわ台5-51-8みつわYMあいの広場ﾋﾞﾙ 2階 

合同会社 ケアプラン若葉 若葉区若松町361-184 
居宅介護支援事業所和陽園 若葉区千城台南4-13-1 
居宅介護支援事業所恵光園 若葉区大広町252-4 
居宅介護支援事業所ランコントル 若葉区千城台東1-3-10-102 
居宅介護支援事業所ひだまりの家 若葉区源町175-3 
居宅介護支援事業所ハピリー 若葉区桜木4-9-4 
居宅介護支援事業所さらしな 若葉区更科町2593-2 
居宅介護支援事業所かがやき 若葉区小倉台2-12-3 
居宅介護支援事業所Ｙ’ｓケアセンター 若葉区小倉台3-4-5 2階 
居宅介護支援センター中野園 若葉区中野町2148-6 
居宅介護支援センター昌晴園 若葉区野呂町736番地1 
居宅介護支援センターサンライズビラ 若葉区大宮町2107番地 
居宅介護支援センターいずみ苑 若葉区千城台東3-2-10 
企業組合萌 若葉区大宮町3426-10 
介護老人保健施設秀眉園 若葉区加曽利町1803-1 
花いちりん若葉 若葉区みつわ台3-23-83 
ほっとはぁと・若葉ケアセンター 若葉区都賀の台2-1-10 
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ニチイケアセンター千葉わかば 若葉区都賀3-19-1 パープルヴィレッヂ103号 
ニチイケアセンター千城台 若葉区千城台北1-26-11 
つどい支援事業所千葉 若葉区源町563番5 
セイワ若松ケアプランセンター 若葉区若松町792-1 
シャローム若葉居宅介護支援事業所 若葉区若松町2170-8 
さんわケアサービス居宅支援事業所みつわ 若葉区殿台町399-4 
こだまケアプランサービス 若葉区若松町902-2  ﾂｲﾝｴﾙｼﾃｨ千葉1番館208号
コープみらい千葉介護センター 若葉区桜木北2-26-30 
コープみらい桜木介護センター 若葉区桜木北2-26-30 
ケアプラン介護リボン 若葉区千城台南1-9-7 
ケアプランみっつの輪 若葉区若松町531-130 
ケアプランのぞみ 若葉区加曽利町866-7都町ﾊｲﾘﾋﾞﾝｸﾞ三番館103号室
ケアプランセンター清和園 若葉区多部田町1468 
ケアプランセンターはつらつ 若葉区小間子町3-132 
ケアステーションコスモス 若葉区千城台東4-21-6 
ケアステーションきずな 若葉区桜木3-22-22 
ケアサポートわかば居宅介護支援事業所 若葉区若松町502-9 
ケアサポートたちばな 若葉区大宮台1-17-21 
かたくり都賀 若葉区都賀4-8-18 ショー・エム都賀101号室 
オアシスケアサービス 若葉区御成台1-14-9 2階 
エルケア若葉ケアプランセンター 若葉区西都賀2-20-2 第5フェニックスビル1F 
ウェルネス海保・ケアサポート 若葉区加曽利町30-3 
あずみ苑若葉 若葉区原町926-3 
緑区・あおいﾎｰﾑｹｱｻｰﾋﾞｽ指定居宅介護支援事業所 緑区高田町2381-2 
裕和園居宅介護支援センター 緑区高田町1084番地 
有限会社トータル介護サービスアイ千葉営業所 緑区あすみが丘2-41-11 
訪問看護ステーション坂の上外科 緑区土気町311 
総和会居宅介護支援事業所 緑区高田町1084番地 
千葉南病院 緑区高田町401－5 
篠崎医院 緑区土気町1632－6 
坂の上外科 緑区土気町311 
在宅介護支援センターけやき園 緑区鎌取町75-1 
古市場居宅介護支援事業所 緑区古市場町102 
居宅介護支援事業所田宮クリニック 緑区誉田町2-24-433 
居宅介護支援事業所ロイヤル千葉グリーンホーム 緑区あすみが丘東2-21-1 
居宅介護支援センター千寿苑 緑区大木戸町1200-73 
居宅介護支援センターひまわり 緑区あすみが丘2-27-1 
居宅介護支援サービスあいあい 緑区高津戸町318-2 
学研ココファンあすみが丘 緑区あすみが丘3-52-6 
介護相談室はる 緑区大木戸町396-1 
医療法人社団淳英会おゆみの居宅介護支援事業所 緑区おゆみ野3-16-1ゆみ～る鎌取ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 5階 

ほっとはぁと・大高ケアセンター 緑区大高町40-3 
ぽかぽか介護おてんとさん 緑区あすみが丘1-23-8 緑川ビル2階 
ファミリーケアセンター 緑区誉田町1-222 
ハートフレンド誉田居宅介護支援事業所 緑区誉田町2-21-50 
ニチイケアセンター鎌取 緑区おゆみ野3-39-1 セントアベニュービル1F 
ときわ園居宅介護支援事業所 緑区平川町1731 
デイサービスセンターはなみずき 緑区越智町747-92 
コミュニケア２４おゆみ野居宅介護支援事業所 緑区おゆみ野中央4-26-6 
ケアマネジメントステーションきらら 緑区土気町1595-1 
ケアプランかけはし 緑区辺田町100-10 
ケアセンターけやき園居宅介護支援事業所 緑区鎌取町83-5 
おゆみ野楽隠居 緑区おゆみ野南2-12-2 
オクターヴ居宅介護支援事業所 緑区あすみが丘8-10-1 
エターナルケアおゆみ野ステーション 緑区おゆみ野中央6-50-10 
ウイング介護相談室 緑区おゆみ野南6-14-8 
イリーゼ誉田居宅介護支援事業所 緑区誉田町2-23-2 
アンバーケアサポート 緑区越智町1701-80 
あったかケアセンター 緑区おゆみ野中央5-31-11 
あすみが丘ひまわり訪問看護ステーション 緑区あすみが丘7-2-3 
あしたば相談室 緑区誉田町2-2-647 
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名称 住所 
ニチイケアセンター千葉わかば 若葉区都賀3-19-1 パープルヴィレッヂ103号 
ニチイケアセンター千城台 若葉区千城台北1-26-11 
つどい支援事業所千葉 若葉区源町563番5 
セイワ若松ケアプランセンター 若葉区若松町792-1 
シャローム若葉居宅介護支援事業所 若葉区若松町2170-8 
さんわケアサービス居宅支援事業所みつわ 若葉区殿台町399-4 
こだまケアプランサービス 若葉区若松町902-2  ﾂｲﾝｴﾙｼﾃｨ千葉1番館208号
コープみらい千葉介護センター 若葉区桜木北2-26-30 
コープみらい桜木介護センター 若葉区桜木北2-26-30 
ケアプラン介護リボン 若葉区千城台南1-9-7 
ケアプランみっつの輪 若葉区若松町531-130 
ケアプランのぞみ 若葉区加曽利町866-7都町ﾊｲﾘﾋﾞﾝｸﾞ三番館103号室
ケアプランセンター清和園 若葉区多部田町1468 
ケアプランセンターはつらつ 若葉区小間子町3-132 
ケアステーションコスモス 若葉区千城台東4-21-6 
ケアステーションきずな 若葉区桜木3-22-22 
ケアサポートわかば居宅介護支援事業所 若葉区若松町502-9 
ケアサポートたちばな 若葉区大宮台1-17-21 
かたくり都賀 若葉区都賀4-8-18 ショー・エム都賀101号室 
オアシスケアサービス 若葉区御成台1-14-9 2階 
エルケア若葉ケアプランセンター 若葉区西都賀2-20-2 第5フェニックスビル1F 
ウェルネス海保・ケアサポート 若葉区加曽利町30-3 
あずみ苑若葉 若葉区原町926-3 
緑区・あおいﾎｰﾑｹｱｻｰﾋﾞｽ指定居宅介護支援事業所 緑区高田町2381-2 
裕和園居宅介護支援センター 緑区高田町1084番地 
有限会社トータル介護サービスアイ千葉営業所 緑区あすみが丘2-41-11 
訪問看護ステーション坂の上外科 緑区土気町311 
総和会居宅介護支援事業所 緑区高田町1084番地 
千葉南病院 緑区高田町401－5 
篠崎医院 緑区土気町1632－6 
坂の上外科 緑区土気町311 
在宅介護支援センターけやき園 緑区鎌取町75-1 
古市場居宅介護支援事業所 緑区古市場町102 
居宅介護支援事業所田宮クリニック 緑区誉田町2-24-433 
居宅介護支援事業所ロイヤル千葉グリーンホーム 緑区あすみが丘東2-21-1 
居宅介護支援センター千寿苑 緑区大木戸町1200-73 
居宅介護支援センターひまわり 緑区あすみが丘2-27-1 
居宅介護支援サービスあいあい 緑区高津戸町318-2 
学研ココファンあすみが丘 緑区あすみが丘3-52-6 
介護相談室はる 緑区大木戸町396-1 
医療法人社団淳英会おゆみの居宅介護支援事業所 緑区おゆみ野3-16-1ゆみ～る鎌取ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 5階 

ほっとはぁと・大高ケアセンター 緑区大高町40-3 
ぽかぽか介護おてんとさん 緑区あすみが丘1-23-8 緑川ビル2階 
ファミリーケアセンター 緑区誉田町1-222 
ハートフレンド誉田居宅介護支援事業所 緑区誉田町2-21-50 
ニチイケアセンター鎌取 緑区おゆみ野3-39-1 セントアベニュービル1F 
ときわ園居宅介護支援事業所 緑区平川町1731 
デイサービスセンターはなみずき 緑区越智町747-92 
コミュニケア２４おゆみ野居宅介護支援事業所 緑区おゆみ野中央4-26-6 
ケアマネジメントステーションきらら 緑区土気町1595-1 
ケアプランかけはし 緑区辺田町100-10 
ケアセンターけやき園居宅介護支援事業所 緑区鎌取町83-5 
おゆみ野楽隠居 緑区おゆみ野南2-12-2 
オクターヴ居宅介護支援事業所 緑区あすみが丘8-10-1 
エターナルケアおゆみ野ステーション 緑区おゆみ野中央6-50-10 
ウイング介護相談室 緑区おゆみ野南6-14-8 
イリーゼ誉田居宅介護支援事業所 緑区誉田町2-23-2 
アンバーケアサポート 緑区越智町1701-80 
あったかケアセンター 緑区おゆみ野中央5-31-11 
あすみが丘ひまわり訪問看護ステーション 緑区あすみが丘7-2-3 
あしたば相談室 緑区誉田町2-2-647 
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名称 住所 
NPOぱれっと 緑区あすみが丘7-21-4 
Ｈａｎａ居宅支援センターおゆみ野 緑区おゆみ野1-21-6 
「めだかの学校」指定居宅介護支援事業所 緑区あすみが丘1-7-7 
美浜ケアステーションささえ愛 美浜区磯辺6-3-10 
美浜・あおいホームケアサービス 美浜区幸町1-38-5 
千葉ケア企業組合ケアマネまさご 美浜区真砂1-10-18 
在宅支援がってん！となり組 美浜区真砂2-14-5-106 
幸町中央診療所居宅介護支援事業所 美浜区幸町2-12-6 
健康畑いなげケアマネセンター 美浜区高洲3-21-1 イオンマリンピア専門館2階
居宅介護支援センター花の輪 美浜区高洲1-1-11-A-6 
看護協会ちば訪問看護ステーション 美浜区新港249番地4 
介護相談センター美浜 美浜区真砂5-2-3 
みはま苑ケアプランセンター 美浜区高洲3-3-12 
まさご薬局 美浜区真砂3-1-1 
ファーストステージ幕張 美浜区中瀬1-3幕張テクノガーデンB棟16階 
セントケア美浜 美浜区高洲3-5-6 ボナージュ稲毛海岸1Ｆ 
セイワ美浜ケアプランセンター 美浜区磯辺2-21-2 
しょうじゅ美浜居宅介護支援事業所 美浜区幸町2-12-2 
しあわせの街ケアプランセンター 美浜区幸町2-21-21-104号 ｿﾌｨｱ美浜ﾗｲﾄｽｸｴｱ 
ケアプランさいわい 美浜区幸町2-10-9-401 
あきらケアサポート 美浜区真砂4-3-2-208 
COCOYORIケアプランセンター磯辺 美浜区磯辺2-17-5 

■ 拠点的福祉避難所（高齢者施設） 
緊急の入院加療等を必要としないものの、より専門性の高いサービスを必要とする者を収容するため、高

齢者施設、障害者施設などの施設を予め指定し、災害時に必要が生じた際に、指定した施設に対して開設を
要請するものです。拠点的福祉避難所に、直接、避難することはできません。 

名称 住所 
千葉市中央いきいきプラザ   中央区松ケ丘町 
千葉市蘇我いきいきセンター 中央区今井1丁目 
医療法人 グリーンエミネンス 「うらら」 中央区千葉寺町 
社会福祉法人 清峯会 「都苑（特別養護老人ホーム）」 中央区川戸町 
社会福祉法人 清峯会 「都苑（軽費老人ホーム）」 中央区川戸町 
社会福祉法人 千葉県福祉援護会 「ローゼンヴィラはま野」 中央区南生実町 
医療法人社団 湖聖会 「純恵の郷」 中央区南生実町 
社会福祉法人 徳和会 「あかいの郷」 中央区赤井町 
社会福祉法人 萩会 「赤かぶ園」 中央区赤井町 
社会福祉法人 友和会 「ピアポート千寿苑」 中央区問屋町 
社会福祉法人 淑徳福祉会 「淑徳共生苑」 中央区生実町 
社会福祉法人 白山会 「星久喜白山荘」 中央区星久喜町 
社会福祉法人 煌徳会 「新千葉一倫荘」 中央区新千葉3丁目 
社会福祉法人 はつらつの里 「はつらつ浜野」 中央区浜野町 
医療法人社団 葵会 「葵の園・はまの」 中央区浜野町 
社団法人 全国社会保険協会連合会 「サンビューちば」 中央区仁戸名町 
社会福祉法人 善憐会 「木もれ陽の郷」 中央区花輪町 
千葉市花見川いきいきプラザ 花見川区三角町 
千葉市花見川いきいきセンター 花見川区花見川 
千葉市さつきが丘いきいきセンター 花見川区さつきが丘1丁目 
社会福祉法人 晴山会 「晴山苑（特別養護老人ホーム）」 花見川区花島町 
社会福祉法人 晴山会 「晴山苑（介護老人保健施設）」 花見川区花島町 
社会福祉法人 晴山会 「晴山苑（軽費老人ホーム）」 花見川区花島町 
医療法人社団 晴山会 「晴山会ケアセンター」 花見川区天戸町 
社会福祉法人 煌徳会 「一倫荘」 花見川区大日町 
社会福祉法人 愛寿会 「桐花園（特別養護老人ホーム）」 花見川区幕張町3丁目 
社会福祉法人 愛寿会 「桐花園（軽費老人ホーム）」 花見川区幕張町3丁目 
社会福祉法人 希桜会 「きさらぎ荘」 花見川区幕張町3丁目 
社会医療法人社団 千葉県勤労者医療協会 「まくはりの郷」 花見川区幕張町5丁目 
社会福祉法人 ひまわり会 「花見の里」 花見川区柏井町 
医療法人社団 有相会 「ゆうあい苑」 花見川区柏井町 
社会福祉法人 鳳雄会 「ゆうゆう苑」 花見川区犢橋町 
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名称 住所 
医療法人社団 鳳雄会 「ほうゆう苑」 花見川区犢橋町 
医療法人社団 鳳雄会 「ほうゆうの杜」 花見川区犢橋町 
千葉市稲毛いきいきプラザ 稲毛区稲毛東6丁目 
千葉市あやめ台いきいきセンター 稲毛区園生町 
社会福祉法人 双樹会 「双樹苑」 稲毛区山王町 
社会福祉法人 双樹会 「プラタナス」 稲毛区園生町 
社会福祉法人 双樹会 「シャンテ山王」 稲毛区山王町 
社会福祉法人 双樹会 「モンテクローネ」 稲毛区山王町 
社会福祉法人 双樹会 「ダンディライオン」 稲毛区山王町 
医療法人社団 翠明会 「アーバンケアセンター」 稲毛区山王町 
社会福祉法人 高徳会 「ソレイユ千葉北」 稲毛区長沼原町 
社会福祉法人 初穂会 「稲毛こひつじ園」 稲毛区萩台町 
医療法人社団 親月会 「みどりの家」 稲毛区天台 
千葉市和陽園 若葉区千城台南4丁目 
千葉市若葉いきいきプラザ 若葉区北谷津町 
千葉市大宮いきいきセンター 若葉区大宮台7丁目 
千葉市都賀いきいきセンター 若葉区都賀4丁目 
社会福祉法人 若葉会 「若葉園」 若葉区都賀2丁目 
社会福祉法人 清和園 「清和園（養護老人ホーム）」 若葉区若松町 
社会福祉法人 清和園 「清和園（特別養護老人ホーム）」 若葉区多部田町 
社会福祉法人 清和園 「セイワ若松」 若葉区若松町 
医療法人社団 青草会 「若松ケアセンター」 若葉区若松町 
社会福祉法人 三育ライフ 「シャローム若葉第2デイサービスセンター」 若葉区若松町 
社会福祉法人 慈心会 「更科ホーム」 若葉区更科町 
社会福祉法人 八千代美香会 「ちば美香苑」 若葉区佐和町 
社会福祉法人 孝明会 「昌晴園」 若葉区野呂町 
社会福祉法人 花和会 「サンライズビラ」 若葉区大宮町 
社会福祉法人 高砂会 「中野園」 若葉区中野町 
社会福祉法人 天光会 「恵光園（特別養護老人ホーム）」 若葉区大広町 
社会福祉法人 天光会 「恵光園（軽費老人ホーム）」 若葉区大広町 
社会福祉法人 泉寿会 「いずみ苑（特別養護老人ホーム）」 若葉区中田町 
社会福祉法人 泉寿会 「いずみ苑「軽費老人ホーム」 若葉区中田町 
社会福祉法人 泉寿会 「いずみ苑リハビリセンター」 若葉区高根町 
社会福祉法人 泉寿会 「小倉町いずみ苑」 若葉区小倉町 
社会福祉法人 希桜会 「サニー秋桜」 若葉区東寺山町 
社会福祉法人 葉寿会 「菜の花園」 若葉区大宮町 
社会福祉法人 はつらつの里 「はつらつの里」 若葉区小間子町 
社会福祉法人 はつらつの里 「はつらつリハビリセンター」 若葉区小間子町 
医療法人社団 誠馨会 「秀眉園」 若葉区加曽利町 
千葉市緑いきいきプラザ 緑区誉田町2丁目 
千葉市越智いきいきセンター 緑区越智町 
千葉市土気いきいきセンター 緑区土気町 
社会福祉法人 常盤会 「ときわ園」 緑区平川町 
社会福祉法人 友和会 「千寿苑（特別養護老人ホーム）」 緑区大木戸町 
社会福祉法人 友和会 「千寿苑（軽費老人ホーム）」 緑区大木戸町 
社会福祉法人 愛心会 「ロイヤル千葉グリーンホーム」 緑区あすみが丘東 
社会福祉法人 寿好会 「けやき園（特別養護老人ホーム）」 緑区鎌取町 
社会福祉法人 寿好会 「けやき園（軽費老人ホーム）」 緑区鎌取町 
医療法人社団 寿好会 「ケアセンターけやき園」 緑区鎌取町 
社会福祉法人 白雪会 「ほんだくらぶ」 緑区高田町 
社会福祉法人 うぐいす会「誉田園」 緑区高田町 
社会福祉法人 うぐいす会「コミュニティ広場うぐいす園」 緑区高田町 
社会福祉法人 穏寿会 「裕和園」 緑区高田町 
社会福祉法人 穏寿会 「グリーンユーワ」 緑区高田町 
社会福祉法人 穏寿会 「フローラユーワ」 緑区高田町 
医療法人社団 総和会 「総和苑」 緑区高田町 
医療法人社団 葵会 「葵の園・緑区」 緑区高田町 
医療法人社団 淳英会 「おゆみの」 緑区大金沢町 
千葉市美浜いきいきプラザ 美浜区高洲3丁目 
千葉市真砂いきいきセンター 美浜区真砂4丁目 
社会福祉法人 温光会 「みはま苑」 美浜区高洲3丁目 
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名称 住所 
医療法人社団 鳳雄会 「ほうゆう苑」 花見川区犢橋町 
医療法人社団 鳳雄会 「ほうゆうの杜」 花見川区犢橋町 
千葉市稲毛いきいきプラザ 稲毛区稲毛東6丁目 
千葉市あやめ台いきいきセンター 稲毛区園生町 
社会福祉法人 双樹会 「双樹苑」 稲毛区山王町 
社会福祉法人 双樹会 「プラタナス」 稲毛区園生町 
社会福祉法人 双樹会 「シャンテ山王」 稲毛区山王町 
社会福祉法人 双樹会 「モンテクローネ」 稲毛区山王町 
社会福祉法人 双樹会 「ダンディライオン」 稲毛区山王町 
医療法人社団 翠明会 「アーバンケアセンター」 稲毛区山王町 
社会福祉法人 高徳会 「ソレイユ千葉北」 稲毛区長沼原町 
社会福祉法人 初穂会 「稲毛こひつじ園」 稲毛区萩台町 
医療法人社団 親月会 「みどりの家」 稲毛区天台 
千葉市和陽園 若葉区千城台南4丁目 
千葉市若葉いきいきプラザ 若葉区北谷津町 
千葉市大宮いきいきセンター 若葉区大宮台7丁目 
千葉市都賀いきいきセンター 若葉区都賀4丁目 
社会福祉法人 若葉会 「若葉園」 若葉区都賀2丁目 
社会福祉法人 清和園 「清和園（養護老人ホーム）」 若葉区若松町 
社会福祉法人 清和園 「清和園（特別養護老人ホーム）」 若葉区多部田町 
社会福祉法人 清和園 「セイワ若松」 若葉区若松町 
医療法人社団 青草会 「若松ケアセンター」 若葉区若松町 
社会福祉法人 三育ライフ 「シャローム若葉第2デイサービスセンター」 若葉区若松町 
社会福祉法人 慈心会 「更科ホーム」 若葉区更科町 
社会福祉法人 八千代美香会 「ちば美香苑」 若葉区佐和町 
社会福祉法人 孝明会 「昌晴園」 若葉区野呂町 
社会福祉法人 花和会 「サンライズビラ」 若葉区大宮町 
社会福祉法人 高砂会 「中野園」 若葉区中野町 
社会福祉法人 天光会 「恵光園（特別養護老人ホーム）」 若葉区大広町 
社会福祉法人 天光会 「恵光園（軽費老人ホーム）」 若葉区大広町 
社会福祉法人 泉寿会 「いずみ苑（特別養護老人ホーム）」 若葉区中田町 
社会福祉法人 泉寿会 「いずみ苑「軽費老人ホーム」 若葉区中田町 
社会福祉法人 泉寿会 「いずみ苑リハビリセンター」 若葉区高根町 
社会福祉法人 泉寿会 「小倉町いずみ苑」 若葉区小倉町 
社会福祉法人 希桜会 「サニー秋桜」 若葉区東寺山町 
社会福祉法人 葉寿会 「菜の花園」 若葉区大宮町 
社会福祉法人 はつらつの里 「はつらつの里」 若葉区小間子町 
社会福祉法人 はつらつの里 「はつらつリハビリセンター」 若葉区小間子町 
医療法人社団 誠馨会 「秀眉園」 若葉区加曽利町 
千葉市緑いきいきプラザ 緑区誉田町2丁目 
千葉市越智いきいきセンター 緑区越智町 
千葉市土気いきいきセンター 緑区土気町 
社会福祉法人 常盤会 「ときわ園」 緑区平川町 
社会福祉法人 友和会 「千寿苑（特別養護老人ホーム）」 緑区大木戸町 
社会福祉法人 友和会 「千寿苑（軽費老人ホーム）」 緑区大木戸町 
社会福祉法人 愛心会 「ロイヤル千葉グリーンホーム」 緑区あすみが丘東 
社会福祉法人 寿好会 「けやき園（特別養護老人ホーム）」 緑区鎌取町 
社会福祉法人 寿好会 「けやき園（軽費老人ホーム）」 緑区鎌取町 
医療法人社団 寿好会 「ケアセンターけやき園」 緑区鎌取町 
社会福祉法人 白雪会 「ほんだくらぶ」 緑区高田町 
社会福祉法人 うぐいす会「誉田園」 緑区高田町 
社会福祉法人 うぐいす会「コミュニティ広場うぐいす園」 緑区高田町 
社会福祉法人 穏寿会 「裕和園」 緑区高田町 
社会福祉法人 穏寿会 「グリーンユーワ」 緑区高田町 
社会福祉法人 穏寿会 「フローラユーワ」 緑区高田町 
医療法人社団 総和会 「総和苑」 緑区高田町 
医療法人社団 葵会 「葵の園・緑区」 緑区高田町 
医療法人社団 淳英会 「おゆみの」 緑区大金沢町 
千葉市美浜いきいきプラザ 美浜区高洲3丁目 
千葉市真砂いきいきセンター 美浜区真砂4丁目 
社会福祉法人 温光会 「みはま苑」 美浜区高洲3丁目 
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名称 住所 
社会福祉法人 清和園 「セイワ美浜」 美浜区磯辺2丁目 
社会福祉法人 清和園 「ヴィラ美浜」 美浜区磯辺2丁目 
社会福祉法人 兼愛会 「しょうじゅ美浜」 美浜区幸町 
医療法人社団 葵会 「葵の園・美浜」 美浜区幸町 

■ いきいきセンター・いきいきプラザ 
高齢者が健康で生きがいのある生活が送れるように、創作室や研修室等を備えているほか、日常生活の悩

みごとや健康の相談に応じたり、健康増進やレクリエーション活動を行うことができる施設です。 
名称 住所 指定管理者 

中央いきいきプラザ 中央区松ケ丘町257-1 

（社福)千葉市社会福祉事業団
花見川いきいきプラザ 花見川区三角町750 
稲毛いきいきプラザ 稲毛区稲毛東6-19-1 
若葉いきいきプラザ 若葉区北谷津町333-2 
緑いきいきプラザ 緑区誉田町2-15-65 
美浜いきいきプラザ 美浜区高洲3-5-6 

（社福)千葉市社会福祉事業団

蘇我いきいきセンター 中央区今井1-14-38 
花見川いきいきセンター 花見川区花見川9-1 
さつきが丘いきいきセンター 花見川区さつきが丘1-32-3 
あやめ台いきいきセンター 稲毛区園生町446-1（あやめ台小学校内)
大宮いきいきセンター 若葉区大宮台7-8-1（大宮小学校内) 
都賀いきいきセンター 若葉区都賀4-20-1（都賀ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ内）
越智いきいきセンター 緑区越智町822-7 
土気いきいきセンター 緑区土気町1634（土気市民センター内）
真砂いきいきセンター 美浜区真砂4-4-10 

 ■ 老人センター 
老人クラブ等の高齢者グループが、研修やレクリエーション活動及び、趣味活動を行うことにより、高齢

者が健康で明るく生きがいのある生活を営むことができるようにすることを目的とした施設です。 

 ■ 高齢者活動支援施設 
市内在住の60 歳以上の高齢者の皆さんのサークル活動等にご利用いただける施設です。 

 ■ 高齢者スポーツ広場 
高齢者の健康推進、生きがいづくり、相互交流などを図るためのスポーツ広場です。 

名称 住所 
末広高齢者スポーツ広場 中央区末広3-19-1 
千種高齢者スポーツ広場 花見川区千種町240-5 
検見川高齢者スポーツ広場 花見川区検見川町2-207-4 
朝日ケ丘高齢者スポーツ広場 花見川区朝日ケ丘5-3103-56 
横戸台高齢者スポーツ広場 花見川区横戸台24 
園生高齢者スポーツ広場 稲毛区園生町548 
高洲高齢者スポーツ広場 美浜区高洲1-2 
高浜5丁目高齢者スポーツ広場 美浜区高浜5-37-3 

【児童関連施設】 

 ■ 保育所（園） 
保護者のいろいろな事情で保育をする人がいない場合に、0歳～就学前までのお子さんを保育しています。 

名称 住所 分類 
亥鼻保育所 中央区亥鼻2-5-6 市立 
大森保育所 中央区大森町268 市立 
生実保育所 中央区生実町1940-1 市立 
川戸保育所 中央区川戸町424-1 市立 
寒川保育所 中央区寒川町2-119 市立 
白旗保育所 中央区白旗2-6-11 市立 

名称 住所 指定管理者 
幸老人センター 美浜区幸町2-12-11 千葉幸町団地自治会 

名称 住所 
おゆみ野ふれあい館 緑区おゆみ野中央8－2 
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名称 住所 分類 
新宿保育所 中央区新宿2-15-2 市立 
神明保育所 中央区神明町27-6 市立 
蘇我保育所 中央区蘇我2-3-18 市立 
浜野保育所 中央区浜野町1346-5 市立 
弁天保育所 中央区弁天3-8-10 市立 
星久喜保育所 中央区星久喜町1063-6 市立 
都保育所 中央区都町2-26-5 市立 
今井保育園 中央区今井2-12-7 私立 
いろは保育園 中央区問屋町13-5 私立 
院内保育園 中央区院内2-5-6 私立 
植草弁天保育園 中央区弁天2-7-1 私立 
慈光保育園 中央区大巌寺町457-5 私立 
千葉寺保育園 中央区末広4-17-3 私立 
千葉みなとのぞみ 中央区中央港1-22-7 私立 
学校法人畠山学園附属はまの保育園 中央区浜野町663-1 私立 
はまかぜ保育園 中央区中央港1-24-14 1F 私立 
ひなたぼっこ保育園 中央区新宿2-5-13 2F 私立 
ピラミッドメソッド千葉保育園 中央区新田町7－16 私立 
ふぇりーちぇほいくえん 中央区祐光2－7－8 私立 
松ヶ丘保育園 中央区松ヶ丘町563-1 私立 
みなと公園のぞみ保育園 中央区中央港1-1-1 私立 
明徳浜野駅保育園 中央区村田町668-2 私立 
ルーチェ保育園千葉新田町 中央区新田町33－1 1F 私立 
ローゼンそが保育園 中央区蘇我5-44-2 私立 
こてはし台保育所 花見川区こてはし台5-12 市立 
さつきが丘第一保育所 花見川区さつきが丘2-32-1 市立 
さつきが丘第二保育所 花見川区さつきが丘1-32-1 市立 
長作保育所 花見川区長作町739-3 市立 
西小中台保育所 花見川区西小中台5-20 市立 
花見川第一保育所 花見川区花見川3-23-101 市立 
花見川第二保育所 花見川区花見川2-41-101 市立 
花見川第三保育所 花見川区花見川4-2 市立 
幕張第一保育所 花見川区幕張町5-417-260 市立 
幕張第二保育所 花見川区幕張町4-636 市立 
幕張第三保育所 花見川区幕張町3-7730-5 市立 
新検見川すきっぷ保育園 花見川区花園町1573－1 私立 
ちどり保育園 花見川区検見川町3-331-4 私立 
泉保育園 花見川区検見川町3-331-4 私立 
幕張いもっこ保育園 花見川区幕張町4-608-1 私立 
幕張本郷きらきら保育園 花見川区幕張本郷5-8-8 私立 
幕張本郷ナーサリー 花見川区幕張本郷2-21-1 私立 
みどり保育園 花見川区幕張町2-972 私立 
あやめ台第一保育所 稲毛区あやめ台1-15-101     市立 
あやめ台第二保育所 稲毛区あやめ台3-19 市立 
黒砂保育所 稲毛区黒砂2-4-24 市立 
小中台保育所 稲毛区小仲台9-30-2 市立 
小深保育所 稲毛区小深町261-7 市立 
園生保育所 稲毛区園生町1325-1 市立 
千草台保育所 稲毛区千草台1-1-27 市立 
天台保育所 稲毛区天台1-10-6 市立 
轟保育所 稲毛区轟町1-12-13 市立 
長沼原保育所 稲毛区長沼原町242-2 市立 
緑町保育所 稲毛区緑町2-22-1 市立 
宮野木保育所 稲毛区園生町238-56 市立 
アストロナーサリー小仲台 稲毛区小仲台7-10-36 私立 
稲毛保育園 稲毛区小仲台2-10-1 私立 
稲毛すきっぷ保育園 稲毛区小仲台6-12-16 私立 
稲毛ひだまり保育園 稲毛区小仲台5-3-2 私立 
いなほ保育園 稲毛区稲毛東2-17-13 2F 私立 
ウィズダムナーサリースクール 稲毛区園生町787-4 私立 
ししの子保育園 稲毛区小仲台3-8-5 私立 
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新宿保育所 中央区新宿2-15-2 市立 
神明保育所 中央区神明町27-6 市立 
蘇我保育所 中央区蘇我2-3-18 市立 
浜野保育所 中央区浜野町1346-5 市立 
弁天保育所 中央区弁天3-8-10 市立 
星久喜保育所 中央区星久喜町1063-6 市立 
都保育所 中央区都町2-26-5 市立 
今井保育園 中央区今井2-12-7 私立 
いろは保育園 中央区問屋町13-5 私立 
院内保育園 中央区院内2-5-6 私立 
植草弁天保育園 中央区弁天2-7-1 私立 
慈光保育園 中央区大巌寺町457-5 私立 
千葉寺保育園 中央区末広4-17-3 私立 
千葉みなとのぞみ 中央区中央港1-22-7 私立 
学校法人畠山学園附属はまの保育園 中央区浜野町663-1 私立 
はまかぜ保育園 中央区中央港1-24-14 1F 私立 
ひなたぼっこ保育園 中央区新宿2-5-13 2F 私立 
ピラミッドメソッド千葉保育園 中央区新田町7－16 私立 
ふぇりーちぇほいくえん 中央区祐光2－7－8 私立 
松ヶ丘保育園 中央区松ヶ丘町563-1 私立 
みなと公園のぞみ保育園 中央区中央港1-1-1 私立 
明徳浜野駅保育園 中央区村田町668-2 私立 
ルーチェ保育園千葉新田町 中央区新田町33－1 1F 私立 
ローゼンそが保育園 中央区蘇我5-44-2 私立 
こてはし台保育所 花見川区こてはし台5-12 市立 
さつきが丘第一保育所 花見川区さつきが丘2-32-1 市立 
さつきが丘第二保育所 花見川区さつきが丘1-32-1 市立 
長作保育所 花見川区長作町739-3 市立 
西小中台保育所 花見川区西小中台5-20 市立 
花見川第一保育所 花見川区花見川3-23-101 市立 
花見川第二保育所 花見川区花見川2-41-101 市立 
花見川第三保育所 花見川区花見川4-2 市立 
幕張第一保育所 花見川区幕張町5-417-260 市立 
幕張第二保育所 花見川区幕張町4-636 市立 
幕張第三保育所 花見川区幕張町3-7730-5 市立 
新検見川すきっぷ保育園 花見川区花園町1573－1 私立 
ちどり保育園 花見川区検見川町3-331-4 私立 
泉保育園 花見川区検見川町3-331-4 私立 
幕張いもっこ保育園 花見川区幕張町4-608-1 私立 
幕張本郷きらきら保育園 花見川区幕張本郷5-8-8 私立 
幕張本郷ナーサリー 花見川区幕張本郷2-21-1 私立 
みどり保育園 花見川区幕張町2-972 私立 
あやめ台第一保育所 稲毛区あやめ台1-15-101     市立 
あやめ台第二保育所 稲毛区あやめ台3-19 市立 
黒砂保育所 稲毛区黒砂2-4-24 市立 
小中台保育所 稲毛区小仲台9-30-2 市立 
小深保育所 稲毛区小深町261-7 市立 
園生保育所 稲毛区園生町1325-1 市立 
千草台保育所 稲毛区千草台1-1-27 市立 
天台保育所 稲毛区天台1-10-6 市立 
轟保育所 稲毛区轟町1-12-13 市立 
長沼原保育所 稲毛区長沼原町242-2 市立 
緑町保育所 稲毛区緑町2-22-1 市立 
宮野木保育所 稲毛区園生町238-56 市立 
アストロナーサリー小仲台 稲毛区小仲台7-10-36 私立 
稲毛保育園 稲毛区小仲台2-10-1 私立 
稲毛すきっぷ保育園 稲毛区小仲台6-12-16 私立 
稲毛ひだまり保育園 稲毛区小仲台5-3-2 私立 
いなほ保育園 稲毛区稲毛東2-17-13 2F 私立 
ウィズダムナーサリースクール 稲毛区園生町787-4 私立 
ししの子保育園 稲毛区小仲台3-8-5 私立 
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ココファン・ナーサリー稲毛 稲毛区稲毛東3-12-2 私立 
作草部保育園 稲毛区作草部町698-3 私立 
山王保育園 稲毛区山王町153-16 私立 
チャイルド・ガーデン保育園 稲毛区小仲台8-4-6 2F 私立 
南小中台保育園 稲毛区小仲台8-21-1 私立 
大宮台保育所 若葉区大宮台7-8-2 市立 
小倉台保育所 若葉区小倉台4-18-2 市立 
坂月保育所 若葉区坂月町294-1 市立 
桜木保育所 若葉区桜木1-40-1 市立 
更科保育所 若葉区更科町2073-27 市立 
多部田保育所 若葉区多部田町754-39 市立 
千城台西保育所 若葉区千城台西3-8-1 市立 
千城台東第一保育所 若葉区千城台東2-8-1 市立 
千城台東第二保育所 若葉区千城台東4-33-1 市立 
都賀の台保育所 若葉区都賀の台3-6-1 市立 
野呂保育所  若葉区野呂町622 市立 
旭ヶ丘保育園 若葉区都賀1-1-1 私立 
キッズマーム保育園 若葉区西都賀3-17-7 私立 
すずらん保育園 若葉区若松町2106-3 私立 
たいよう保育園 若葉区みつわ台3-12-1 私立 
千葉聖心保育園 若葉区若松町531-197 私立 
都賀保育園 若葉区都賀5-1-11 私立 
みつわ台保育園 若葉区みつわ台5-8-8 私立 
若竹保育園 若葉区若松町336 私立 
平山保育所 緑区平山町138 市立 
誉田保育所 緑区誉田町2-298 市立 
おゆみ野保育園 緑区おゆみ野2-7 私立 
おゆみ野すきっぷ保育園 緑区おゆみ野南3-25-1 私立 
かまとり保育園 緑区おゆみ野4-30 私立 
ココファン・ナーサリーおゆみ野 緑区おゆみ野4-3-5 私立 
グレース保育園 緑区おゆみ野中央2-7-7 私立 
真生保育園 緑区おゆみ野南5-29-1 私立 
ニチイキッズあすみが丘保育園 緑区あすみが丘5-6-4 私立 
ナーセリー鏡戸 緑区あすみが丘4-21-1 私立 
ふたば保育園 緑区刈田子町308-10 私立 
美光保育園 緑区大膳野町1-6 私立 
明徳土気保育園 緑区土気町1626-5 私立 
明和輝保育園 緑区おゆみ野中央7-30 私立 
わかくさ保育園 緑区大椎町1199-2 私立 
磯辺保育所 美浜区磯辺1-3-1 市立 
稲毛海岸保育所 美浜区稲毛海岸5-6-1 市立 
幸第一保育所 美浜区幸町2-12-9 市立 
幸第三保育所 美浜区幸町1-17-6 市立 
高洲第一保育所 美浜区高洲2-2-21 市立 
高洲第二保育所 美浜区高洲2-3-19 市立 
高洲第三保育所 美浜区高洲3-2-14 市立 
高浜第一保育所 美浜区高浜1-4-3 市立 
真砂第一保育所 美浜区真砂2-22-13 市立 
真砂第二保育所 美浜区真砂5-19-1 市立 
真砂第三保育所 美浜区真砂5-44-1 市立 
アップルナースリー検見川浜保育園 美浜区真砂4-1-10 5F 私立 
打瀬保育園 美浜区打瀬1-3-5 私立 
アスク海浜幕張保育園 美浜区中瀬1-3 1F 私立 
たかし保育園稲毛海岸 美浜区稲毛海岸3-1-30フラワーヒル稲毛 2階 私立 
第2幕張海浜保育園 美浜区ひび野2-110 私立 
千葉女子専門学校附属ひじり保育園 美浜区高洲2-3-24 私立 
茶々まくはり保育園 美浜区打瀬2-18-2 私立 
チューリップ保育園 美浜区真砂3-15-14 私立 
なぎさ保育園 美浜区高浜4-4-1 私立 
幕張海浜保育園 美浜区幕張西2-7-2 私立 
まどか保育園 美浜区高洲1-15-2 私立 
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みらい保育園 美浜区打瀬3-11-3 私立 
もみじ保育園 美浜区磯辺5-14-5 私立 
若梅保育園 美浜区高洲4-5-9 私立 

 ■ 幼稚園 
それぞれの園の教育方針に基づく独自の教育を実施しています。 

名称 住所 分類 
都幼稚園 中央区都町1-46-22 私立 
山百合幼稚園 中央区都町1177-1 私立 
羔幼稚園 中央区東本町5-1 私立 
院内幼稚園 中央区祐光1-9-5 私立 
双葉幼稚園 中央区新田町5-8 私立 
登戸幼稚園 中央区新千葉3-14-18 私立 
翠幼稚園 中央区春日2-12-10 私立 
聖マリア幼稚園 中央区汐見丘町11-11 私立 
植草大学附属弁天幼稚園 中央区弁天2-7-1 私立 
仁戸名幼稚園 中央区仁戸名町616 私立 
松ケ丘幼稚園 中央区仁戸名町552 私立 
葵幼稚園 中央区仁戸名町205 私立 
こまどり幼稚園 中央区宮崎町234-1 私立 
ひまわり幼稚園 中央区松ケ丘町611 私立 
大巌寺幼稚園 中央区大巌寺町186 私立 
千葉明徳短期大学附属幼稚園 中央区南生実町1412 私立 
はまの幼稚園 中央区浜野町1252-4 私立 
九重幼稚園 中央区稲荷町3-12-6 私立 
梅乃園幼稚園 中央区矢作町939-6 私立 
こてはし台幼稚園 花見川区横戸町857 私立 
まこと第三幼稚園 花見川区こてはし台6-21-1 私立 
青い鳥第二幼稚園 花見川区さつきが丘2-13 私立 
さつきが丘幼稚園 花見川区さつきが丘1-33-1 私立 
暁幼稚園 花見川区西小中台2-1 私立 
新検見川幼稚園 花見川区朝日ヶ丘5-28-61 私立 
青い鳥幼稚園 花見川区検見川町1-48 私立 
花園幼稚園 花見川区花園1-3-9 私立 
スガハラ幼稚園 花見川区武石町2-1017 私立 
さざれ幼稚園 花見川区幕張町5-241 私立 
信徳寺あさひ幼稚園 花見川区長作町610-1 私立 
千葉しらゆり幼稚園 花見川区作新台8-7-3 私立 
第二ちぐさ幼稚園 花見川区花見川8-19 私立 
まこと第二幼稚園 花見川区花見川6-18 私立 
花見川幼稚園 花見川区花見川4-14-101 私立 
由田学園千葉幼稚園 花見川区花見川1-29 私立 
山王幼稚園 稲毛区山王町153-2 私立 
小ばと幼稚園 稲毛区天台1-7-17 私立 
愛隣幼稚園 稲毛区轟町5-2-12 私立 
土岐幼稚園 稲毛区緑町1-5-17 私立 
弥生幼稚園 稲毛区穴川1-4-6 私立 
穴川花園幼稚園 稲毛区穴川町375 私立 
稲毛すみれ幼稚園 稲毛区稲毛東1-14-13 私立 
稲毛幼稚園 稲毛区稲毛町5-100-1 私立 
小中台幼稚園 稲毛区小仲台8-20-1 私立 
園生幼稚園 稲毛区園生町956-6 私立 
あやめ台幼稚園 稲毛区園生町468-1 私立 
あやめ台第二幼稚園 稲毛区柏台1-25 私立 
千城東幼稚園 若葉区千城台東3-14-13 私立 
へいわ幼稚園 若葉区千城台東1-6-2 私立 
千城台南幼稚園 若葉区千城台南2-8-4 私立 
のぞみ幼稚園 若葉区千城台西1-31-1 私立 
泉幼稚園 若葉区小倉台3-11-1 私立 
大宮幼稚園 若葉区大宮台6-10-3 私立 
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名称 住所 分類 
みらい保育園 美浜区打瀬3-11-3 私立 
もみじ保育園 美浜区磯辺5-14-5 私立 
若梅保育園 美浜区高洲4-5-9 私立 

 ■ 幼稚園 
それぞれの園の教育方針に基づく独自の教育を実施しています。 

名称 住所 分類 
都幼稚園 中央区都町1-46-22 私立 
山百合幼稚園 中央区都町1177-1 私立 
羔幼稚園 中央区東本町5-1 私立 
院内幼稚園 中央区祐光1-9-5 私立 
双葉幼稚園 中央区新田町5-8 私立 
登戸幼稚園 中央区新千葉3-14-18 私立 
翠幼稚園 中央区春日2-12-10 私立 
聖マリア幼稚園 中央区汐見丘町11-11 私立 
植草大学附属弁天幼稚園 中央区弁天2-7-1 私立 
仁戸名幼稚園 中央区仁戸名町616 私立 
松ケ丘幼稚園 中央区仁戸名町552 私立 
葵幼稚園 中央区仁戸名町205 私立 
こまどり幼稚園 中央区宮崎町234-1 私立 
ひまわり幼稚園 中央区松ケ丘町611 私立 
大巌寺幼稚園 中央区大巌寺町186 私立 
千葉明徳短期大学附属幼稚園 中央区南生実町1412 私立 
はまの幼稚園 中央区浜野町1252-4 私立 
九重幼稚園 中央区稲荷町3-12-6 私立 
梅乃園幼稚園 中央区矢作町939-6 私立 
こてはし台幼稚園 花見川区横戸町857 私立 
まこと第三幼稚園 花見川区こてはし台6-21-1 私立 
青い鳥第二幼稚園 花見川区さつきが丘2-13 私立 
さつきが丘幼稚園 花見川区さつきが丘1-33-1 私立 
暁幼稚園 花見川区西小中台2-1 私立 
新検見川幼稚園 花見川区朝日ヶ丘5-28-61 私立 
青い鳥幼稚園 花見川区検見川町1-48 私立 
花園幼稚園 花見川区花園1-3-9 私立 
スガハラ幼稚園 花見川区武石町2-1017 私立 
さざれ幼稚園 花見川区幕張町5-241 私立 
信徳寺あさひ幼稚園 花見川区長作町610-1 私立 
千葉しらゆり幼稚園 花見川区作新台8-7-3 私立 
第二ちぐさ幼稚園 花見川区花見川8-19 私立 
まこと第二幼稚園 花見川区花見川6-18 私立 
花見川幼稚園 花見川区花見川4-14-101 私立 
由田学園千葉幼稚園 花見川区花見川1-29 私立 
山王幼稚園 稲毛区山王町153-2 私立 
小ばと幼稚園 稲毛区天台1-7-17 私立 
愛隣幼稚園 稲毛区轟町5-2-12 私立 
土岐幼稚園 稲毛区緑町1-5-17 私立 
弥生幼稚園 稲毛区穴川1-4-6 私立 
穴川花園幼稚園 稲毛区穴川町375 私立 
稲毛すみれ幼稚園 稲毛区稲毛東1-14-13 私立 
稲毛幼稚園 稲毛区稲毛町5-100-1 私立 
小中台幼稚園 稲毛区小仲台8-20-1 私立 
園生幼稚園 稲毛区園生町956-6 私立 
あやめ台幼稚園 稲毛区園生町468-1 私立 
あやめ台第二幼稚園 稲毛区柏台1-25 私立 
千城東幼稚園 若葉区千城台東3-14-13 私立 
へいわ幼稚園 若葉区千城台東1-6-2 私立 
千城台南幼稚園 若葉区千城台南2-8-4 私立 
のぞみ幼稚園 若葉区千城台西1-31-1 私立 
泉幼稚園 若葉区小倉台3-11-1 私立 
大宮幼稚園 若葉区大宮台6-10-3 私立 
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名称 住所 分類 
加曽利幼稚園 若葉区加曽利町953-3 私立 
若松台幼稚園 若葉区若松町401 私立 
みのり幼稚園 若葉区都賀5-20-26 私立 
千葉文化幼稚園 若葉区桜木4-16-38 私立 
みつわ台幼稚園 若葉区みつわ台4-23-5 私立 
千葉聖心幼稚園 若葉区みつわ台3-6 私立 
まこと東幼稚園 若葉区みつわ台2-22-3 私立 
都賀の台幼稚園 若葉区都賀の台4-26-15 私立 
やまびこ幼稚園 若葉区高根町898-2 私立 
こざくら幼稚園 緑区平山町65-1 私立 
白梅幼稚園 緑区誉田町2-24 私立 
ほまれ幼稚園 緑区誉田町1-1007 私立 
聖母マリア幼稚園 緑区辺田町552 私立 
おゆみ野南幼稚園 緑区大金沢町381-1 私立 
おゆみの幼稚園 緑区おゆみ野4-30 私立 
花水木幼稚園 緑区おゆみ野中央6-13-1 私立 
鏡戸幼稚園 緑区大木戸町428-1 私立 
土気中央幼稚園 緑区土気町1630-7 私立 
あすみ中央幼稚園 緑区あすみが丘6-23-2 私立 
あいりす幼稚園 美浜区幸町2-9-3 私立 
千葉白菊幼稚園 美浜区幸町2-12-8 私立 
子鹿幼稚園 美浜区幸町1-5-1 私立 
なかよし幼稚園 美浜区高浜4-9-1 私立 
めぐみ幼稚園 美浜区高浜3-2-1 私立 
高浜幼稚園 美浜区高浜1-8-2 私立 
高洲幼稚園 美浜区高洲3-3-12 私立 
千葉女子専門学校附属聖幼稚園 美浜区高洲2-3-24 私立 
千葉敬愛短期大学附属幼稚園 美浜区高洲2-2-16 私立 
植草大学附属美浜幼稚園 美浜区高洲1-17-8 私立 
千葉さざなみ幼稚園 美浜区高洲1-1-20 私立 
ひばり幼稚園 美浜区真砂5-24-1 私立 
こざくら第二幼稚園 美浜区真砂4-17-2 私立 
真砂白百合幼稚園 美浜区真砂3-14-2 私立 
真砂第一幼稚園 美浜区真砂2-17-82 私立 
真砂幼稚園 美浜区真砂1-12-9 私立 
城徳学園いそべ幼稚園 美浜区磯辺7-16-1 私立 
磯辺白百合幼稚園 美浜区磯辺4-14-1 私立 
幕張インターナショナルスクール 美浜区若葉3-2-9 私立 
芳野学園附属幼稚園 美浜区幕張西3-2-9 私立 
千葉大学教育学部附属幼稚園 稲毛区弥生町1-33 国立 

■ 子どもルーム 
保護者が就労等により、昼間家庭にいない、原則として小学校1年生から4年生の児童を対象に、授業が

終わった後の遊び及び生活の場を提供する施設です。 
※平成28年度は5年生までの児童、平成29年度以降は6年生までの児童が対象 

名称 住所 
院内 中央区祐光1-1-34 
生浜小学校 中央区浜野町1335 
生浜西小学校 中央区塩田町316-1 
生浜東小学校 中央区生実町1928 
大森小学校 中央区大森町268 
川戸小学校 中央区川戸町450 
寒川小学校 中央区寒川町1-205 
白旗エリア 中央区白旗1-3-16（南部青少年ｾﾝﾀ-内) 
新宿小学校 中央区新宿2-15-1 
新宿地区 中央区新宿1-8-14 
蘇我 中央区今井3-7 
蘇我地区 中央区今井1-14-38 
大巌寺小学校 中央区大巌寺町375 
鶴沢小学校 中央区鶴沢町21-1 
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名称 住所 
仁戸名小学校 中央区仁戸名町380 
登戸 中央区登戸1-17-14 
弁天 中央区弁天1-32-2 
星久喜小学校 中央区星久喜町1060 
本町 中央区本町1-8-1 
松ヶ丘小学校 中央区松ヶ丘町580 
都小学校 中央区都町1129 
宮崎 中央区南町2-2-9 
朝日ヶ丘小学校 花見川区朝日ヶ丘2-6-1 
上の台小学校 花見川区幕張本郷4-8-1 
柏井小学校 花見川区柏井4-48-1 
検見川 花見川区検見川町2-203 
犢橋 花見川区犢橋町777-3 
こてはし台 花見川区こてはし台5-12 
作新 花見川区作新台6-7 
さつきが丘西小学校 花見川区さつきが丘2-14 
さつきが丘東小学校 花見川区さつきが丘1-7 
長作小学校 花見川区長作町1273 
西小中台小学校 花見川区西小中台3-1 
西の谷小学校 花見川区幕張本郷3-22-6 
畑小学校 花見川区畑町1385-1 
花園小学校 花見川区花園4-1-2 
花見川第一小学校 花見川区花見川4-1 
花見川第二小学校 花見川区花見川6-1 
花見川第三小学校 花見川区花見川1-1 
花見川地区 花見川区花見川2-46 
幕張小学校 花見川区幕張町4-781 
幕張東小学校 花見川区幕張町4-681 
幕張南小学校 花見川区幕張町3-7718 
瑞穂小学校 花見川区瑞穂1-2 
横戸 花見川区横戸町1005-2 
あやめ台小学校 稲毛区園生町446-1 
稲丘小学校 稲毛区稲丘町19-30 
稲毛 稲毛区稲毛3-11-2 
柏台小学校 稲毛区園生町588 
草野小学校 稲毛区園生町1385 
草野地区 稲毛区長沼原町785 ﾋﾞﾗ･ｲｹﾉﾍﾞ 3号館106 
緑町小学校 稲毛区緑町2-13-1 
小中台 稲毛区小仲台6-23 
小中台地区 稲毛区小仲台5-3-1 
小中台南 稲毛区小仲台8-22-11-106 
山王 稲毛区六方町40-2 
山王地区 稲毛区山王町98-6  夏美屋ビル2階 
園生 稲毛区小仲台9-40-3 
千草台小学校 稲毛区天台5-11-1 
千草台東小学校 稲毛区作草部町1298-1 
都賀小学校 稲毛区作草部町938 
轟町 稲毛区轟町1-8-26 
宮野木 稲毛区宮野木町1752-188 
宮野木地区 稲毛区宮野木町1752-180 
弥生小学校 稲毛区弥生町3-18 
大宮小学校 若葉区大宮台7-8-1 
小倉小学校 若葉区小倉台5-1-1 
小倉地区 若葉区小倉台3-2-9 
加曽利 若葉区加曽利町1032-37 
坂月小学校 若葉区坂月町294-1 
桜木 若葉区桜木1-39-1 
白井小学校 若葉区野呂町215 
千城台旭小学校 若葉区千城台東3-18-1 
千城台北小学校 若葉区千城台北1-4-1 
千城台西小学校 若葉区千城台西2-21-1 
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名称 住所 
仁戸名小学校 中央区仁戸名町380 
登戸 中央区登戸1-17-14 
弁天 中央区弁天1-32-2 
星久喜小学校 中央区星久喜町1060 
本町 中央区本町1-8-1 
松ヶ丘小学校 中央区松ヶ丘町580 
都小学校 中央区都町1129 
宮崎 中央区南町2-2-9 
朝日ヶ丘小学校 花見川区朝日ヶ丘2-6-1 
上の台小学校 花見川区幕張本郷4-8-1 
柏井小学校 花見川区柏井4-48-1 
検見川 花見川区検見川町2-203 
犢橋 花見川区犢橋町777-3 
こてはし台 花見川区こてはし台5-12 
作新 花見川区作新台6-7 
さつきが丘西小学校 花見川区さつきが丘2-14 
さつきが丘東小学校 花見川区さつきが丘1-7 
長作小学校 花見川区長作町1273 
西小中台小学校 花見川区西小中台3-1 
西の谷小学校 花見川区幕張本郷3-22-6 
畑小学校 花見川区畑町1385-1 
花園小学校 花見川区花園4-1-2 
花見川第一小学校 花見川区花見川4-1 
花見川第二小学校 花見川区花見川6-1 
花見川第三小学校 花見川区花見川1-1 
花見川地区 花見川区花見川2-46 
幕張小学校 花見川区幕張町4-781 
幕張東小学校 花見川区幕張町4-681 
幕張南小学校 花見川区幕張町3-7718 
瑞穂小学校 花見川区瑞穂1-2 
横戸 花見川区横戸町1005-2 
あやめ台小学校 稲毛区園生町446-1 
稲丘小学校 稲毛区稲丘町19-30 
稲毛 稲毛区稲毛3-11-2 
柏台小学校 稲毛区園生町588 
草野小学校 稲毛区園生町1385 
草野地区 稲毛区長沼原町785 ﾋﾞﾗ･ｲｹﾉﾍﾞ 3号館106 
緑町小学校 稲毛区緑町2-13-1 
小中台 稲毛区小仲台6-23 
小中台地区 稲毛区小仲台5-3-1 
小中台南 稲毛区小仲台8-22-11-106 
山王 稲毛区六方町40-2 
山王地区 稲毛区山王町98-6  夏美屋ビル2階 
園生 稲毛区小仲台9-40-3 
千草台小学校 稲毛区天台5-11-1 
千草台東小学校 稲毛区作草部町1298-1 
都賀小学校 稲毛区作草部町938 
轟町 稲毛区轟町1-8-26 
宮野木 稲毛区宮野木町1752-188 
宮野木地区 稲毛区宮野木町1752-180 
弥生小学校 稲毛区弥生町3-18 
大宮小学校 若葉区大宮台7-8-1 
小倉小学校 若葉区小倉台5-1-1 
小倉地区 若葉区小倉台3-2-9 
加曽利 若葉区加曽利町1032-37 
坂月小学校 若葉区坂月町294-1 
桜木 若葉区桜木1-39-1 
白井小学校 若葉区野呂町215 
千城台旭小学校 若葉区千城台東3-18-1 
千城台北小学校 若葉区千城台北1-4-1 
千城台西小学校 若葉区千城台西2-21-1 
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名称 住所 
千城台東小学校 若葉区千城台東1-15-1 
千城台南 若葉区千城台南2-3-27 
都賀の台小学校 若葉区都賀の台2-13-1 
みつわ台北小学校 若葉区みつわ台3-5-1 
みつわ台南小学校 若葉区みつわ台1-17-1 
源 若葉区みつわ台5-19-8 
若松小学校 若葉区若松町360-1 
若松台小学校 若葉区若松台2-25-1 
あすみが丘小学校 緑区あすみが丘6-2 
扇田 緑区おゆみ野有吉3-1 
大木戸小学校 緑区大木戸町317 
大椎 緑区あすみが丘6-50-2 
越智小学校 緑区越智町705-359 
おゆみの 緑区おゆみ野1-23-1 
おゆみの中央 緑区おゆみ野中央4-22-1 
おゆみ野南小学校 緑区おゆみ野南4-26 
金沢小学校 緑区おゆみ野南5-31 
小谷小学校 緑区おゆみ野4-45 
椎名 緑区富岡町290-1 
土気 緑区あすみが丘1-44-7 
土気小学校 緑区土気町1634-2 
土気南 緑区あすみが丘4-19-1 
平山小学校 緑区辺田町141 
誉田小学校 緑区誉田町1-27 
誉田東小学校 緑区誉田町2-21-84 
磯辺 美浜区磯辺4-22-3 
磯辺第三小学校 美浜区磯辺1-25-1 
稲毛海岸 美浜区高洲3-12-1 
稲毛第二小学校 美浜区稲毛海岸5-7-1 
打瀬 美浜区打瀬2-13（幕張ベイタウン・コア内) 
海浜打瀬小学校 美浜区打瀬3-3-4（海浜打瀬小学校隣接地) 
幸町第一小学校 美浜区幸町2-17-4 
幸町第二小学校 美浜区幸町2-9-4 
幸町第三小学校 美浜区幸町1-10-1 
高洲小学校 美浜区高洲2-2-20 
高洲第三小学校 美浜区高洲3-3-11 
高洲第四小学校 美浜区高洲1-15-1 
高浜海浜小学校 美浜区高浜4-8-2 
高浜第一小学校 美浜区高浜1-4-1 
幕張西小学校 美浜区美浜区幕張西2-8-1 
真砂第五小学校 美浜区真砂1-12-15 
真砂地区 美浜区真砂5-21 
真砂西小学校 美浜区真砂4-5-1 
真砂東小学校 美浜区真砂2-13-1 
美浜打瀬小学校 美浜区打瀬2-18-1 
わかしお 美浜区磯辺5-1-1  

 ■ 子育てリラックス館 
子育て中の方が親子で気軽に集い、うちとけた雰囲気の中で交流したり、さらには子育てに関する相談等

ができる施設です。 
名称 住所 

蘇我・子育てリラックス館 中央区今井1-14-38（蘇我コミュニティセンター隣) 
千葉寺・子育てリラックス館 中央区千葉寺町887-7（フィールドハウス千葉寺参番館1階) 
花見川・子育てリラックス館 花見川区花見川3-28-101（花見川団地商店街内) 
幕張本郷・子育てリラックス館 花見川区幕張本郷2-8-23（アミティ望月101号) 
てんだい・子育てリラックス館 稲毛区天台1-7-10（こばと子育て支援センター内) 
子育てﾘﾗｯｸｽ館・園生出張ひろば 稲毛区園生町1107-7生活ｸﾗﾌﾞいなげﾋﾞﾚｯｼﾞ虹と風（地域活動ｽﾍﾟｰｽ虹と風2階)
千城台・子育てリラックス館 若葉区千城台北1-29-9（プラスパビル1階A号) 
都賀駅前・子育てリラックス館 若葉区西都賀3-2-8（M・G・Oビル1階) 
かまとり・子育てリラックス館 緑区おゆみ野3-38-4（アーバンヒルズ103・104) 
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名称 住所 
おゆみ野中央・子育てﾘﾗｯｸｽ館 緑区おゆみ野中央8-2（おゆみ野ふれあい館1階) 
幸町・子育てリラックス館 美浜区幸町2-12-1美浜しょうじゅレジデンス１階 
高洲・子育てリラックス館 美浜区高洲3-12-1（高洲コミュニティセンター隣接) 

■ 児童相談所 
18歳未満の子どもに関する様々な問題について、家庭その他からの相談に応じ、子どもが有する問題、子

どもの置かれた環境、状況を的確に捉え、個々の子どもや家庭などに最も効果的な援助を行います。 

 ■ 児童養護施設 
保護者のいない児童や保護者に監護させることが適当でない児童に対し、安定した生活環境を整えるとと

もに、生活指導、学習指導、家庭環境の調整等を行いつつ養育を行います。 
名称 住所 

千葉みらい響きの杜学園 中央区川戸町92-1 
ほうゆう・キッズホーム 花見川区犢橋町675 
房総双葉学園 稲毛区天台3-4-1 

■ 子育て支援館 
乳幼児とその保護者が楽しく遊びながら、子育てについて学びあうとともに、子育て不安に対する相談や

子育て支援情報の提供などを行う施設です。 

 ■ 地域子育て支援センター 
保育所（園）内の施設で、保育士が、子どもの食事・睡眠・トイレ・友達づくりなど、様々な子育ての不

安や悩みなどについて相談に応じるほか、子育て親子の交流の場として利用できます。 

 ■ 先取りプロジェクト認定保育施設 
認可外保育施設のうち、認可保育所と同等の基準を満たし、「千葉市先取りプロジェクト認定保育施設」

として市の認定を受けた施設です。 
名称 住所 

あい・あい保育園 今井園 中央区今井1－17－4 
そがチャイルドハウス 中央区今井2－1－8 カンユウSOGA 1F 
そらまめ幼保園 中央区登戸2－11－6 
千葉わくわく保育園 中央区登戸1－11－18 第2潮ビル 1F 
チャイルドタイム 千葉寺エンゼルホーム 中央区千葉寺町886－1ダイアパレスヒルトップエフ千葉寺駅
ニチイキッズ 千葉中央駅前保育園 中央区本千葉町1－1 日土地千葉中央ビル 2F 
まほろば保育所 中央区都町2－13－1 パークアベニュー103 
あい・あい保育園 花見川区幕張町5-187-1 幕張センタービル1F 
キッズルームぴょんぴょん 花見川区作新台1-6-11 
街かど保育園幕張本郷 花見川区幕張本郷1-20-9 
アストロキャンプ 稲毛区稲毛東4-2-21 
キッズルームKORU   稲毛区小仲台2-8-25 第8横土ビル1F 
キッズルームチャコ稲毛園 稲毛区小仲台6-2-10 
たくみん保育園 若葉区小倉台4-19-2 
マミー＆ミー西都賀 若葉区西都賀3-20-3 シバタハイツ都賀1F 
ミルキーホーム都賀園 若葉区都賀3-12-3 プラトー都賀102 
やまどり保育園 若葉区都賀2-12-11 技工ビル1F 
かるがも保育園鎌取駅前園 緑区おゆみ野3-10-7 
かるがも保育園鎌取小がも園 緑区おゆみ野4-23-2 

名称 住所 
千葉市児童相談所 美浜区高浜3-2-3 

名称 住所 
千葉市子育て支援館 中央区中央4-5-1 きぼーる6F 

名称 住所 
にこにこルーム 中央区新宿2－15－2（新宿保育所内） 
子育てひろば・ちどり 花見川区検見川町3－331－4（ちどり保育園内） 
子育てひろば・いなげ 稲毛区小仲台2－10－1（稲毛保育園内） 
子育てひろば・みつわだい 若葉区みつわ台5－8－8（みつわ台保育園内） 
ふれあいひろば・輝 緑区おゆみ野中央7－30（明和輝保育園内） 
桜ほっとステーション親子 緑区土気町1626－5（明徳土気保育園内） 
子育てひろば・うたせ 美浜区打瀬1－3－5（打瀬保育園内） 
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名称 住所 
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認可外保育施設のうち、認可保育所と同等の基準を満たし、「千葉市先取りプロジェクト認定保育施設」

として市の認定を受けた施設です。 
名称 住所 

あい・あい保育園 今井園 中央区今井1－17－4 
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あい・あい保育園 花見川区幕張町5-187-1 幕張センタービル1F 
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キッズルームチャコ稲毛園 稲毛区小仲台6-2-10 
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マミー＆ミー西都賀 若葉区西都賀3-20-3 シバタハイツ都賀1F 
ミルキーホーム都賀園 若葉区都賀3-12-3 プラトー都賀102 
やまどり保育園 若葉区都賀2-12-11 技工ビル1F 
かるがも保育園鎌取駅前園 緑区おゆみ野3-10-7 
かるがも保育園鎌取小がも園 緑区おゆみ野4-23-2 
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千葉市児童相談所 美浜区高浜3-2-3 
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千葉市子育て支援館 中央区中央4-5-1 きぼーる6F 
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にこにこルーム 中央区新宿2－15－2（新宿保育所内） 
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ふれあいひろば・輝 緑区おゆみ野中央7－30（明和輝保育園内） 
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名称 住所 
げんき保育園 緑区おゆみ野3-31-9 
子どものまきば保育園 緑区土気町630-8 
認定こども園 かしの木 緑区おゆみ野2-1-15 
マミー＆ミーおゆみ野 緑区おゆみ野中央6-50－10 
キッズガーデン 海浜幕張園 美浜区ひび野2－1－1 
なのはな保育所幸町ルーム 美浜区幸町1-16-5 カネショウビル2F 

 ■ 保育ルーム 
市内の認可外保育施設のうち、認可外保育施設の基準を遵守し、1 年以上の運営実績を有するなどの基準

を満たし「千葉市保育ルーム」として認定された施設です。 
名称 住所 

青葉の森保育園 中央区千葉寺町1210-7 
かるがも保育園蘇我園 中央区南町2-6-10 初芝ビル101 
キッズ・ガーデン 中央区中央3-13-1 富士屋ビル2F 
キッズルームチャコ千葉園 中央区本町1-4-16 
こどもハウスいるか 中央区本町1-5-3 
小さな森の保育園 中央区中央3-12-9 中央ビル1F 
ちびっこランド 千葉市役所駅前園 中央区新田町38-1 コートグレイス1F 
中央保育所 中央区祐光2-11-12 SKマンション213号 
はっぴぃルーム 本千葉駅前園 中央区長洲1-24-12 今井ビル1F 
ベビールームこどものへや 中央区長洲1-33-13 共栄ビル 
リトルガーデン 千葉ポートタウン 中央区問屋町1-50 千葉ポートタウン1F 
エバーキッズ幕張保育園 花見川区幕張本郷2-4-8 
きっずかりん 花見川区千種町112-1 
キッズスペース・ウィーピー 幕張本郷 花見川区幕張本郷2-6-4 
チャイルドケアセンター・プレイディア 花見川区幕張本郷1-3-22  
KIDDY KINGDOM 花見川区幕張本郷6-15-2 
キャンディ検見川園 花見川区検見川町3-302-25 
スクルドエンジェル保育園 花見川区幕張本郷3-5-1 
ちびっこランド新検見川園 花見川区南花園2-2-12 アコルデ新検見川201 
花見川さくら学園 花見川区花島町430-35 
幕張おおぞら保育園 花見川区幕張町6-291-2 ニューウィング幕張2F 
幕張台保育園 花見川区幕張本郷5-17-4 
幕張星の子保育園 花見川区幕張町4－586－1 
マミー＆ミー幕張 花見川区幕張町5-417-222 幕張グリーンハイツ117 
リトルガーデン 幕張本郷 花見川区幕張本郷2－21－1 
スクルドエンジェル保育園 稲毛園 稲毛区小仲台2-8-2 渡辺ビル1F 
ちびっこランド 稲毛愛教園 稲毛区稲毛東5-1-4 斉藤ビル1F 
ハニーキッズ草野園 稲毛区長沼町312－14 
ぴょこたんランド 稲毛区轟町4‐6‐23 グランドメゾンとどろき201 
かるがも保育園都賀園 若葉区都賀5-20-4 
キートスチャイルドケア 若葉区みつわ台2－36－8 
キッズ倶楽部 若葉区都賀3-17-5 戸村第2ハイツ101 
ひまわり保育園 若葉区桜木北1-15-1 
ベビー＆キッズルーム おあふ 若葉区千城台東3-23-3 
保育ルームねこのて 若葉区みつわ台5-1-86 山一ビル1F 
みつばち保育園 若葉区桜木北2-10-6 
あすみ東保育園 緑区あすみが丘東4-9-2 
ウッドランド 緑区おゆみ野4-23-4 
さくらんぼ保育園 緑区おゆみ野4-23-4 
さくらんぼ保育園 緑区高田町1084 
保育所 ドルフィンキッズランド 緑区おゆみ野3-39-1 セントアベニュー102 
トレジャーキッズ 緑区おゆみ野南2-20-6 ラ・ツエム 1A 
森のおうち コッコロ 緑区あすみが丘8-1-1 
リトルガーデンおゆみ野 緑区おゆみ野南2-12-1 
スクルドエンジェル保育園 検見川浜園 美浜区真砂3－13－12 BAYPERCH真砂2F 
リトルガーデンWBG 美浜区中瀬2-6 WBGマリブウェスト2F 
リトルガーデン幕張 美浜区中瀬1-6 NTT幕張ビル1F 
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■ 認可外保育施設 
先取りプロジェクト認定保育施設と保育ルーム以外の認可外保育施設です。 

■ 認定こども園 
幼稚園と保育所の機能や特性をあわせ持ち、幼児期の学校教育と保育を一体的に提供する施設です。 

■ グループ型小規模保育事業 
保育士等の資格を持つ家庭的保育者3人が1グループとなり、相互に協力し、他に借り上げた建物等で3

歳未満児を保育します。 
名称 住所 

おひさまのおうち 中央区新宿2-11-6グランドステータスMK101 
ぷち・いろは 中央区神明町201-2 
星のおうち 千葉中央 中央区神明町202-5 
星のおうち 花見川区幕張町4-586-1 
アストロミニキャンプ 小仲台 稲毛区小仲台6-9-1 バロル稲毛 
べびぃまーむ 若葉区西都賀3-3-12 
ミルキーウェイ 緑区あすみが丘1-27-2 

■ 青少年サポートセンター 
青少年の非行防止と健全育成を図るとともに、困難を有する子ども・若者の支援を図るため、関係機関・

団体と緊密な連携を保ち、補導・相談等の事業を推進します。 

■ 子ども交流館 
「遊び・創造・憩い」を通して、子どもたちに、健全な遊びと居場所を提供し、子どもの健全な育成と交

流を図る施設です。 

【障害者関連施設】 

 ■ 指定障害児通所支援事業所・指定障害児入所施設 
・就学中の障害児に、授業の終了後や休業日、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等
を行います（放課後等デイサービス）。 

・未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を
行います（児童発達支援）。 

・保育所などの集団生活を営む施設に通う障害児に、当該施設を訪問し、同じクラスの児童との集団生活へ
の適応のための専門的な支援を行います（保育所等訪問支援）。 

・医療型障害児入所施設または指定医療機関に入所する障害児に、保護、日常生活の指導、知識技能の付与
及び治療を行います（医療型障害児入所支援）。 

・肢体不自由のある未就学の障害児に、児童発達支援（日常生活における基本的な動作、知識技能の付与、
集団生活への適応訓練等）及び治療を行います（医療型児童発達支援）。 
種類 名称 住所 

放課後等デイ
サービス 

キッズルームチャコ千葉教室 中央区院内2-17-25 
たんぽぽルームそが 中央区宮崎2-6-26 
笑顔（ニコニコ) 中央区神明町211-1 
障害児通所支援事業所みらい工房 中央区生実町1821-1 
きらきら 中央区椿森2-16-15千葉たばこ会館1F

名称 住所 
ザ・パークハウス新検見川保育施設 花見川区検見川町3-327-3 
みどりの森めばえ保育園 緑区大木戸町1200－68 
ラビキッズワールド保育園 美浜区豊砂1－5 

名称 住所 
かしの木 緑区おゆみ野2-1-15 

名称 住所 
青少年サポートセンター 中央区中央4-13-10 千葉県教育会館4階  
東分室 若葉区千城台西2-1-1 千城台市民センター2階 
西分室 美浜区高浜3-1-3 千葉市教育会館2階 
南分室 緑区おゆみ野3-15-2 鎌取コミュニティセンター内 
北分室 花見川区花見川3-31-103 

名称 住所 
千葉市子ども交流館 中央区中央4-5-1 きぼーる３～５階 
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ぷち・いろは 中央区神明町201-2 
星のおうち 千葉中央 中央区神明町202-5 
星のおうち 花見川区幕張町4-586-1 
アストロミニキャンプ 小仲台 稲毛区小仲台6-9-1 バロル稲毛 
べびぃまーむ 若葉区西都賀3-3-12 
ミルキーウェイ 緑区あすみが丘1-27-2 

■ 青少年サポートセンター 
青少年の非行防止と健全育成を図るとともに、困難を有する子ども・若者の支援を図るため、関係機関・

団体と緊密な連携を保ち、補導・相談等の事業を推進します。 

■ 子ども交流館 
「遊び・創造・憩い」を通して、子どもたちに、健全な遊びと居場所を提供し、子どもの健全な育成と交

流を図る施設です。 

【障害者関連施設】 

 ■ 指定障害児通所支援事業所・指定障害児入所施設 
・就学中の障害児に、授業の終了後や休業日、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等
を行います（放課後等デイサービス）。 

・未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を
行います（児童発達支援）。 

・保育所などの集団生活を営む施設に通う障害児に、当該施設を訪問し、同じクラスの児童との集団生活へ
の適応のための専門的な支援を行います（保育所等訪問支援）。 

・医療型障害児入所施設または指定医療機関に入所する障害児に、保護、日常生活の指導、知識技能の付与
及び治療を行います（医療型障害児入所支援）。 

・肢体不自由のある未就学の障害児に、児童発達支援（日常生活における基本的な動作、知識技能の付与、
集団生活への適応訓練等）及び治療を行います（医療型児童発達支援）。 
種類 名称 住所 

放課後等デイ
サービス 

キッズルームチャコ千葉教室 中央区院内2-17-25 
たんぽぽルームそが 中央区宮崎2-6-26 
笑顔（ニコニコ) 中央区神明町211-1 
障害児通所支援事業所みらい工房 中央区生実町1821-1 
きらきら 中央区椿森2-16-15千葉たばこ会館1F

名称 住所 
ザ・パークハウス新検見川保育施設 花見川区検見川町3-327-3 
みどりの森めばえ保育園 緑区大木戸町1200－68 
ラビキッズワールド保育園 美浜区豊砂1－5 

名称 住所 
かしの木 緑区おゆみ野2-1-15 

名称 住所 
青少年サポートセンター 中央区中央4-13-10 千葉県教育会館4階  
東分室 若葉区千城台西2-1-1 千城台市民センター2階 
西分室 美浜区高浜3-1-3 千葉市教育会館2階 
南分室 緑区おゆみ野3-15-2 鎌取コミュニティセンター内 
北分室 花見川区花見川3-31-103 

名称 住所 
千葉市子ども交流館 中央区中央4-5-1 きぼーる３～５階 

－ 187 －

資料編【 Ⅳ 各種統計データ等 （４）市内施設等一覧 】 

- 188 - 

種類 名称 住所 
しいのみ園ともみやこ 中央区都町1157-1 
障害児通所支援事業所みらい工房たんぽぽﾙｰﾑ 中央区南生実町909-2 
あははの宇宙 中央区南町3-4-7-101 
あははの和 中央区南町2-22-14 ｴｰｽﾊｲﾑ 204号室 
ちびっこルームあはは 中央区南町2-22-14-101 
障害児通所支援センターおんぷ 中央区矢作町143-4 
障害児通所支援センターどれみ 中央区矢作町143-5 
あすなろクラブ矢作 中央区矢作町424-8 
放課後等デイサービス にじ今井 中央区今井1-17-4 ３階 
ろーたすくらぶ 花見川区西小中台2-41-102 
畑町ガーデン 花見川区畑町591の17 
幕張キッズ 花見川区幕張町4-53-2 
スマイルファクトリー 花見川区幕張本郷3-7-20群山久101 
生活クラブ風の村あかとんぼ稲毛 稲毛区園生町1107-7 
児童発達支援クラブフォルテ 稲毛区園生町409-29 
児童発達支援クラブメロディ 稲毛区園生町449の1-101 
児童発達支援クラブハミング 稲毛区園生町489 
地域生活支援センターふらる 稲毛区作草部2-4の-6 
ロクマル ジョブサＵ18稲毛 稲毛区小仲台2-10-8 ﾒﾙ小仲台ﾋﾞﾙ 6階
キッズルームチャコ稲毛教室 稲毛区小仲台6-2-10-205 
サンタクロース 稲毛区柏台1-5-101 
たかね園 若葉区高根町710 
千葉市桜木園 若葉区桜木8-31-15 
はじめのいっぽ 若葉区小倉町1808-13 
バンブーｎｅｘｔ（ネクスト) 若葉区西都賀4-1-10 
3だーバンブー（サンダー) 若葉区西都賀4-2 
バンブーアイランド 若葉区西都賀4の1の6土屋ビル 
リトル青い空 若葉区大宮町3419-1 
中野学園 若葉区中野町1574の31 
きりんくらぶ・都賀の台（放課後等ﾃﾞｲ、児童発達支援）若葉区都賀の台4-11-2-105 
クローバー わかば 若葉区御成台3-9-9 ﾎﾜｲﾄﾋﾞﾚｯｼﾞ 101 
Ｂｒｉｎｇ ｕｐ あすみが丘教室 緑区あすみが丘2-4-16 ﾏｲﾌｪｱﾚﾃﾞｨ 102
ｐｏｃｏ ａ ｐｏｃｏ 緑区あすみが丘東3-10-17 
Bring up おゆみ野教室 緑区おゆみ野3-10-3IT ｵﾌｨｽHANA301号
あすたあ おゆみ野 緑区おゆみ野有吉30-1 
しいのみ園ともたかだ 緑区高田町1953-1 
放課後等デイサービスはぁもにぃ 緑区平山町1958 
げんき 美浜区稲毛海岸2-3-1 

児童発達支援 キッズルームチャコ千葉教室 中央区院内2-17-25 
ちびっこルームあはは 中央区南町2-22-14-101 
総合幼児教室 Leaf ｼﾞｭﾆｱ千葉教室 総合発達ｺｰｽ 中央区弁天1-2-10 ｶﾝﾕｳ千葉ﾋﾞﾙ 6階 
ろーたすくらぶ 花見川区西小中台2-41-102 
幕張キッズ 花見川区幕張町4-53-2 
生活クラブ風の村あかとんぼ稲毛 稲毛区園生町1107-7 
児童発達支援クラブメロディ 稲毛区園生町449-1-101 
キッズルームチャコ稲毛教室 稲毛区小仲台6-2-10-205 
サンタクロース 稲毛区柏台1-5-101 
千葉市桜木園 若葉区桜木8-31-15 
バンブーｎｅｘｔ（ネクスト) 若葉区西都賀4-1-10 
3だーバンブー（サンダー) 若葉区西都賀4-2 
きりんくらぶ・都賀の台（放課後等デイ、児童発達支援）若葉区都賀の台4-11-2-105 
バンブーアイランド 若葉区西都賀4-1-6土屋ビル 
千葉市大宮学園たけのこルーム 若葉区大宮町3816-1 
千葉市大宮学園ひまわりルーム 若葉区大宮町3816-1 
Ｂｒｉｎｇ ｕｐ あすみが丘教室 緑区あすみが丘2-4-16 ﾏｲﾌｪｱﾚﾃﾞｨ 102
ｐｏｃｏ ａ ｐｏｃｏ 緑区あすみが丘東3-10-17 
Bring up おゆみ野教室 緑区おゆみ野3-10-3IT ｵﾌｨｽHANA301号
げんき 美浜区稲毛海岸2-3-1 
千葉市療育センターすぎのこルーム 美浜区高浜4-8-3 
千葉市療育センターやまびこルーム 美浜区高浜4-8-3 

保育所等訪問支援 千葉県千葉ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ児童発達支援ｾﾝﾀｰ 緑区誉田町1-45-2 
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種類 名称 住所 
医療型障害児
入所支援 

独立行政法人国立病院機構千葉東病院 中央区仁戸名町６７３ 
千葉市桜木園 若葉区桜木8-31-15 
愛育園 緑区誉田町1-45-2 
千葉リハビリテーションセンター陽育園 緑区誉田町1-45-2 

医療型児童発
達支援 

千葉市大宮学園たけのこルーム 若葉区大宮町３８１６の１ 
千葉県千葉ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ児童発達支援ｾﾝﾀｰ 緑区誉田町１の４５の２ 
千葉市療育センターすぎのこルーム 美浜区高浜４の８の３ 

 ■ 指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設 
・居宅で、入浴、排せつ、食事の介護や、調理、洗濯、掃除、買い物等の家事などを行います（居宅介護）。 
・夜間や休日、共同生活を行う住居で、日常生活上の相談や援助を行います（共同生活援助）。 
・知的障害又は精神障害のために自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するため
に必要な支援や外出支援を行います（行動援護）。 

・障害者支援施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います（施設入所支援）。 
・身体障害の方に、一定期間、通所又は入所により、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーショ
ンなど、身体機能の向上のために必要な訓練を行います（自立訓練・機能訓練）。 

・知的障害又は精神障害の方に、一定期間、通所又は入所により、入浴、排せつ、食事等の生活能力の向上
のために必要な訓練を行います（自立訓練・生活訓練）。 

・一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を
行います（就労意向支援一般型）。 

・一般企業での就労が困難な方に、雇用契約に基づき、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上の
ために必要な訓練を行います（就労継続支援Ａ型）。 

・一般企業での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を
行います（雇用契約無し）（就労継続支援Ｂ型）。 

・重度の肢体不自由があり、常に介護を必要とする方に、居宅における入浴、排せつ、食事の介護等及び外
出時における移動の援護等を総合的に行います（重度訪問介護）。 

・常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活
動の機会を提供します（生活介護）。 

・自宅で介護をする方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を
行います（短期入所）。 

・視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供（代筆・代読を含む）、移動
の援護等の外出支援を行います（同行援護）。 

・医療と常時介護を必要とする方に、医療機関等で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世
話を行います（療養介護）。 

種類 名称 住所 
居宅介護 アースサポート千葉中央 中央区今井2-18-17 

アットホーム七夢 中央区生実町994-37 
アミカ千葉中央介護センター 中央区市場町6-8 ｸﾘｽﾀﾙｽｸｴｱ INOHANA052号 
アルマケアサービス 中央区寒川町1-232 
いちごケアサービス 中央区道場北2-18-34 
医療法人社団福寿会訪問介護ひまわり 中央区今井2-7-9 
ヴェルデケアサービス 中央区今井1-20-7 
ＮＰＯ法人みずほ社会福祉協会 中央区松波1-12-1-103 
おゆみヘルパーステーション 中央区生実町1661-2 
介護サービス友乃家千葉中央事業所 中央区南町2-19-7 ビル高菜2階 
かたくり千葉中央 中央区新田町14-11 
株式会社ｸﾘｰﾝﾒｲﾄ千葉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 中央区登戸4-3-9 
株式会社ヘルシーサービス 千葉営業所 中央区新田町13-8 大丸1階 
ケアサービス七夢 中央区神明町3-31 大和田建設店舗1号室 
コクアプランニング 中央区富士見2-22-18 ﾍﾞｽﾄﾎﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞﾋﾞﾙ 7Ｆ 
ＪＡ千葉みらい訪問介護事業所 中央区千葉港5-25 
ジャパンケア千葉中央 中央区道場南1-5-7グリーンパレス1ＦＡ 
障害者自立支援 らいふきっと。 中央区赤井町719-32 
新千葉ヘルパーステーション 中央区新千葉2-1-6 第一石橋ビル203号 
セントケアちば 中央区蘇我2-5-3 
ダリアケアセンター 中央区都町979-1 
千葉在宅介護センター 中央区中央3-5-3玄昌ビル3階 
千葉聴覚障害者センター 中央区神明町204-12 
トータルケアサポートニッセイ 中央区祐光4-13-5-106 
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種類 名称 住所 
医療型障害児
入所支援 

独立行政法人国立病院機構千葉東病院 中央区仁戸名町６７３ 
千葉市桜木園 若葉区桜木8-31-15 
愛育園 緑区誉田町1-45-2 
千葉リハビリテーションセンター陽育園 緑区誉田町1-45-2 

医療型児童発
達支援 

千葉市大宮学園たけのこルーム 若葉区大宮町３８１６の１ 
千葉県千葉ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ児童発達支援ｾﾝﾀｰ 緑区誉田町１の４５の２ 
千葉市療育センターすぎのこルーム 美浜区高浜４の８の３ 

 ■ 指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設 
・居宅で、入浴、排せつ、食事の介護や、調理、洗濯、掃除、買い物等の家事などを行います（居宅介護）。 
・夜間や休日、共同生活を行う住居で、日常生活上の相談や援助を行います（共同生活援助）。 
・知的障害又は精神障害のために自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するため
に必要な支援や外出支援を行います（行動援護）。 

・障害者支援施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います（施設入所支援）。 
・身体障害の方に、一定期間、通所又は入所により、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーショ
ンなど、身体機能の向上のために必要な訓練を行います（自立訓練・機能訓練）。 

・知的障害又は精神障害の方に、一定期間、通所又は入所により、入浴、排せつ、食事等の生活能力の向上
のために必要な訓練を行います（自立訓練・生活訓練）。 

・一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を
行います（就労意向支援一般型）。 

・一般企業での就労が困難な方に、雇用契約に基づき、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上の
ために必要な訓練を行います（就労継続支援Ａ型）。 

・一般企業での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を
行います（雇用契約無し）（就労継続支援Ｂ型）。 

・重度の肢体不自由があり、常に介護を必要とする方に、居宅における入浴、排せつ、食事の介護等及び外
出時における移動の援護等を総合的に行います（重度訪問介護）。 

・常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活
動の機会を提供します（生活介護）。 

・自宅で介護をする方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を
行います（短期入所）。 

・視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供（代筆・代読を含む）、移動
の援護等の外出支援を行います（同行援護）。 

・医療と常時介護を必要とする方に、医療機関等で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世
話を行います（療養介護）。 

種類 名称 住所 
居宅介護 アースサポート千葉中央 中央区今井2-18-17 

アットホーム七夢 中央区生実町994-37 
アミカ千葉中央介護センター 中央区市場町6-8 ｸﾘｽﾀﾙｽｸｴｱ INOHANA052号 
アルマケアサービス 中央区寒川町1-232 
いちごケアサービス 中央区道場北2-18-34 
医療法人社団福寿会訪問介護ひまわり 中央区今井2-7-9 
ヴェルデケアサービス 中央区今井1-20-7 
ＮＰＯ法人みずほ社会福祉協会 中央区松波1-12-1-103 
おゆみヘルパーステーション 中央区生実町1661-2 
介護サービス友乃家千葉中央事業所 中央区南町2-19-7 ビル高菜2階 
かたくり千葉中央 中央区新田町14-11 
株式会社ｸﾘｰﾝﾒｲﾄ千葉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 中央区登戸4-3-9 
株式会社ヘルシーサービス 千葉営業所 中央区新田町13-8 大丸1階 
ケアサービス七夢 中央区神明町3-31 大和田建設店舗1号室 
コクアプランニング 中央区富士見2-22-18 ﾍﾞｽﾄﾎﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞﾋﾞﾙ 7Ｆ 
ＪＡ千葉みらい訪問介護事業所 中央区千葉港5-25 
ジャパンケア千葉中央 中央区道場南1-5-7グリーンパレス1ＦＡ 
障害者自立支援 らいふきっと。 中央区赤井町719-32 
新千葉ヘルパーステーション 中央区新千葉2-1-6 第一石橋ビル203号 
セントケアちば 中央区蘇我2-5-3 
ダリアケアセンター 中央区都町979-1 
千葉在宅介護センター 中央区中央3-5-3玄昌ビル3階 
千葉聴覚障害者センター 中央区神明町204-12 
トータルケアサポートニッセイ 中央区祐光4-13-5-106 
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種類 名称 住所 
トータルケアサポートマコト 中央区星久喜町947-8 
特定非営利活動法人介護サービス 中央区院内2-15-13 
ニチイケアセンターはまの 中央区村田町1226 
陽だまり訪問介護ステーション 中央区新田町2-10-503サイトービルＮｏ3 
ひばり訪問介護ステーション千葉中央 中央区都町2-20-17 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ千葉中央 
ヒューマンライフケア千葉院内の湯 中央区院内1-7-6 
ふれあいセンター 中央区赤井町10-3 
ヘルパーステーションかえで 中央区亥鼻1-2-5 ＪＥビル2階 
ヘルパー笑顔 中央区神明町211-1 2Ｆの1 
訪問介護ステーション和み 中央区登戸1-15-32 ｷｬﾋﾟﾀﾙﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ 5Ｆ6号室 
訪問介護ステーションまごのて 中央区神明町25-2 君待橋102号 
ほーぷケアセンター 中央区生実町1572-1 
ほっとはぁと・蘇我ケアセンター 中央区今井1-16-6 
やさしい手青葉町巡回訪問介護事業所 中央区千葉寺町577-6 ｾﾝﾁｭﾘｰﾃﾗｽ青葉の森1階 
やさしい手千葉訪問介護事業所 中央区新田町4-22サンライト202号室 
ヤックスヘルパーステーション蘇我 中央区白旗3-25-20 
りべるたす 中央区末広3-27-6 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾊｳｽ末広壱番館103号室
ロングライフ介護タクシー 中央区長洲2-6-11 コーポ小川1-102 
アイケア花見川ヘルパーステーション 花見川区幕張町5-419-2 J ｽﾃｰｼﾞ幕張Ⅱ201 
アイケア幕張ヘルパーステーション 花見川区幕張町5-419-2 J ｽﾃｰｼﾞ幕張Ⅱ101 
アイプラザ介護企画 花見川区大日町1261-2 
朝陽ケアサービス 花見川区作新台6-15-12 ＢＸコーポ201 
アミカ花見川介護センター 花見川区南花園2-9-21 ﾌﾞｵﾅｽﾀﾝｻﾞ新検見川402号
ケイワ介護サービス 花見川区千種町166-90 
在宅介護センターこぶしの会 花見川区こてはし台1-23-3 
さくらひめサポート 花見川区幕張町3-1113-4 ｻﾝｽﾌﾟﾚﾝﾀﾞｰ 203 
シニア町内会まくはり館訪問介護事業所 花見川区幕張町5-370-4 
ジャパンケア千葉幕張 花見川区幕張町4-619-24千脇伸ビル2Ｆ 
順ケアサービス 花見川区幕張本郷2-4-12 
セントケア花見川 花見川区検見川町3-309-6-104 
ソフトケア新検見川店 花見川区花園1-7-2第8花園ビル207号 
千葉れんげサービス 花見川区花園町1574-18 
トータルケアサポート花見川 花見川区犢橋町1612-11 田久保コーポ101 
特定非営利活動法人たすけあいこんにちわ 花見川区花園1-6-7 
ドリーム花見川 花見川区千種町343 ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ花見川H-102 
ニチイケアセンターさつきが丘 花見川区さつきが丘2-28-15 
ニチイケアセンターはなぞの 花見川区南花園1-44-9 高山ビル101号 
Ｈａｎａヘルパーステーション花見川 花見川区幕張本郷2-41-5 
ひまわり訪問介護事業所 花見川区千種町74-3 
ヘルパーステーションなのはな幕張事業所 花見川区幕張町5-225 
ヘルプサービスいちご 花見川区作新台8-12-2-406 
ホンマケアサービス 花見川区横戸台47-2 
まごころサービス千葉 花見川区幕張本郷1-23-15 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｩｰﾙ第2の107号
ままみ訪問介護サービス 花見川区朝日ケ丘1-21-13 
ヤックスヘルパーステーション花見川 花見川区柏井1-4-1 ﾔｯｸｽﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ花見川内 
有限会社メロディ介護サービス 花見川区花園2-8-15 
夢のケアステーション 花見川区畑町759 
Ｙ．Ｋ．Ｆ介護サービス 花見川区作新台1-22-1 ｻﾝｺｰﾎﾟｱﾗｲ 102号 
アースサポート千葉 稲毛区稲毛3-10-24 
あいケアサービス 稲毛区小仲台6-18-1 稲毛パレス3階 
アミカ稲毛介護センター 稲毛区宮野木町2153-2 
いきいきケア穴川 稲毛区穴川3-3-24 ベルフラット103号 
稲毛駅前訪問介護ステーション 稲毛区小仲台1-4-20 イオン稲毛店4階 
ウィッシュ 稲毛区宮野木町1722-147 
ジャパンケア千葉小仲台 稲毛区小仲台3-8-10 ｺﾋﾟｰﾇ･ｶﾀｷﾞｼ 101号室 
ジャパンケア千葉緑町 稲毛区緑町1-11-14 ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞﾓﾆｶ 1階 
ステップワン介護サービス 稲毛区天台4-5-15グリーンハイム101 
スマイル介護サービス 稲毛区宮野木町1652-148 Ｋハイツ101 
生活クラブ風の村介護ステーション稲毛 稲毛区園生町1107-7 
東電さわやかケア稲毛・訪問介護 稲毛区稲毛東3-4-15吉田ビル2階 
特定非営利活動法人ひだまり「ﾒｰﾌﾟﾙﾘｰﾌ」 稲毛区長沼町32 
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種類 名称 住所 
虹色介護ステーション 稲毛区宮野木町1070-2-101 
ニチイケアセンター西千葉 稲毛区緑町1-18-3 新日本ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ 102号 
花いちりん千葉 稲毛区宮野木町1755-43 
ひばりサービス稲毛センター 稲毛区稲毛東3-16-13二葉ビル3階Ｃ号室 
ファーストステージ稲毛 稲毛区園生町1025-1 
プラチナ・訪問介護ステーションいなげ 稲毛区山王町103-4 
ヘルパーステーションおきらく 稲毛区天台5-8-1 
ヤックスヘルパーステーション作草部 稲毛区作草部1-10-2 ヤックス作草部店内 
有限会社サポートステーションさくらんぼ 稲毛区山王町79-20 
アースサポート千葉若葉 若葉区西都賀3-19-4 
愛ケアサービス 若葉区金親町500-4 
愛心サービス 若葉区大草町441-40 
アイホープ 若葉区みつわ台5-33-1-101 
介護やわらぎ 若葉区みつわ台3-10-2市瀬マンション303 
介護リボンヘルパーステーション 若葉区千城台南1-9-7 
かたくり都賀 若葉区都賀4-8-18 ｼｮｰ･ｴﾑ都賀101号室 
株式会社 優春 若葉区桜木6-15-21 桜木ビル202 
株式会社ｸﾘｰﾝﾒｲﾄ千城台ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 若葉区千城台南4-11-6 
ケアサポートたちばな 若葉区大宮台1-17-21 
ケアステーション きずな 若葉区桜木3-22-22 
ケアステーションコスモス 若葉区千城台東4-21-6 
さくら・介護ステーション和光 若葉区小倉台2-1026-8 
ジャパンケア千葉都賀 若葉区桜木北2-11-11 
シャローム若葉 若葉区若松町2170-8 
セントケア若葉 若葉区小倉台5-20-10 藤ビル2Ｗ 
千葉ハートケア訪問介護サービス 若葉区多部田町1122-1 
つくしケアサービスわかば 若葉区殿台町80-1殿台ハイツ102号 
なのはな介護 若葉区殿台町80-1 
ニチイケアセンター千城台 若葉区千城台北1-26-11 
ニチイケアセンター千葉わかば 若葉区都賀3-19-1 ﾊﾟｰﾌﾟﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞ 103号 
パシトケア 若葉区大宮町862 ファーストハイツ103 
Ｈａｎａヘルパーステーション高品 若葉区高品町1587-3 菊泉ビル102号室 
ひまわりとそら訪問介護ステーション 若葉区桜木北1-3-18 
訪問介護サービスひびき 若葉区桜木5-3-1 ﾓｱｸﾚｽﾄ千葉A棟108号 
訪問介護 ひだまりの家 若葉区源町175-3 
ホームヘルプ若葉泉の里 若葉区野呂町1791-3 
ほっとはぁと・若葉ケアセンター 若葉区都賀の台2-1-10 
Ｙ’ｓケアセンター 若葉区小倉台3-4-5 2階 
「めだかの学校」指定訪問介護事業所 緑区あすみが丘1-7-8 
アースサポート千葉緑 緑区おゆみ野3-41-7 
エターナルケアおゆみ野ステーション 緑区おゆみ野中央6-48-4 
オクターヴヘルパーステーション 緑区あすみが丘8-10-1 
介護サービス友乃家 千葉南事業所 緑区誉田町2-27-10 
ケアステーション奏 緑区誉田町1-980-5 
ニチイケアセンター鎌取 緑区おゆみ野3-39-1 ｾﾝﾄｱﾍﾞﾆｭｰﾋﾞﾙ 1階 
ハートフレンド誉田 緑区誉田町2-25-75 
Ｈａｎａヘルパーステーションおゆみ野 緑区おゆみ野1-21-6 
春の道 緑区おゆみ野3-25-1 
訪問介護ステーションあいあい 緑区高津戸町318-2 
訪問介護センター白寿 緑区あすみが丘2-27-5 
ぽかぽか介護おてんとさん 緑区あすみが丘1-23-8緑川ビル2階 
ｐｏｃｏ ａ ｐｏｃｏ 緑区あすみが丘東3-10-17 
有限会社ﾄｰﾀﾙ介護ｻｰﾋﾞｽｱｲ千葉営業所 緑区あすみが丘2-41-11 
アクセスデザイニング訪問介護事業所 美浜区真砂2-1-12プラザ真砂702号 
あなたの手ケアサービス 美浜区高洲1-1-11 
ケアサービス・ステップアップ 美浜区高浜3-5 29棟306号 
ケアサービス花の輪 美浜区高洲1-1-11 Ａの6 
セントケア美浜 美浜区高洲3-5-6ボナージュ稲毛海岸1Ｆ 
ディアフレンズ美浜 美浜区磯辺2-21-1 
雛菊訪問介護事業所 美浜区高洲3-1-6-101 
美浜ヘルパーステーション ささえ愛 美浜区磯辺6-3-10 
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種類 名称 住所 
虹色介護ステーション 稲毛区宮野木町1070-2-101 
ニチイケアセンター西千葉 稲毛区緑町1-18-3 新日本ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ 102号 
花いちりん千葉 稲毛区宮野木町1755-43 
ひばりサービス稲毛センター 稲毛区稲毛東3-16-13二葉ビル3階Ｃ号室 
ファーストステージ稲毛 稲毛区園生町1025-1 
プラチナ・訪問介護ステーションいなげ 稲毛区山王町103-4 
ヘルパーステーションおきらく 稲毛区天台5-8-1 
ヤックスヘルパーステーション作草部 稲毛区作草部1-10-2 ヤックス作草部店内 
有限会社サポートステーションさくらんぼ 稲毛区山王町79-20 
アースサポート千葉若葉 若葉区西都賀3-19-4 
愛ケアサービス 若葉区金親町500-4 
愛心サービス 若葉区大草町441-40 
アイホープ 若葉区みつわ台5-33-1-101 
介護やわらぎ 若葉区みつわ台3-10-2市瀬マンション303 
介護リボンヘルパーステーション 若葉区千城台南1-9-7 
かたくり都賀 若葉区都賀4-8-18 ｼｮｰ･ｴﾑ都賀101号室 
株式会社 優春 若葉区桜木6-15-21 桜木ビル202 
株式会社ｸﾘｰﾝﾒｲﾄ千城台ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 若葉区千城台南4-11-6 
ケアサポートたちばな 若葉区大宮台1-17-21 
ケアステーション きずな 若葉区桜木3-22-22 
ケアステーションコスモス 若葉区千城台東4-21-6 
さくら・介護ステーション和光 若葉区小倉台2-1026-8 
ジャパンケア千葉都賀 若葉区桜木北2-11-11 
シャローム若葉 若葉区若松町2170-8 
セントケア若葉 若葉区小倉台5-20-10 藤ビル2Ｗ 
千葉ハートケア訪問介護サービス 若葉区多部田町1122-1 
つくしケアサービスわかば 若葉区殿台町80-1殿台ハイツ102号 
なのはな介護 若葉区殿台町80-1 
ニチイケアセンター千城台 若葉区千城台北1-26-11 
ニチイケアセンター千葉わかば 若葉区都賀3-19-1 ﾊﾟｰﾌﾟﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞ 103号 
パシトケア 若葉区大宮町862 ファーストハイツ103 
Ｈａｎａヘルパーステーション高品 若葉区高品町1587-3 菊泉ビル102号室 
ひまわりとそら訪問介護ステーション 若葉区桜木北1-3-18 
訪問介護サービスひびき 若葉区桜木5-3-1 ﾓｱｸﾚｽﾄ千葉A棟108号 
訪問介護 ひだまりの家 若葉区源町175-3 
ホームヘルプ若葉泉の里 若葉区野呂町1791-3 
ほっとはぁと・若葉ケアセンター 若葉区都賀の台2-1-10 
Ｙ’ｓケアセンター 若葉区小倉台3-4-5 2階 
「めだかの学校」指定訪問介護事業所 緑区あすみが丘1-7-8 
アースサポート千葉緑 緑区おゆみ野3-41-7 
エターナルケアおゆみ野ステーション 緑区おゆみ野中央6-48-4 
オクターヴヘルパーステーション 緑区あすみが丘8-10-1 
介護サービス友乃家 千葉南事業所 緑区誉田町2-27-10 
ケアステーション奏 緑区誉田町1-980-5 
ニチイケアセンター鎌取 緑区おゆみ野3-39-1 ｾﾝﾄｱﾍﾞﾆｭｰﾋﾞﾙ 1階 
ハートフレンド誉田 緑区誉田町2-25-75 
Ｈａｎａヘルパーステーションおゆみ野 緑区おゆみ野1-21-6 
春の道 緑区おゆみ野3-25-1 
訪問介護ステーションあいあい 緑区高津戸町318-2 
訪問介護センター白寿 緑区あすみが丘2-27-5 
ぽかぽか介護おてんとさん 緑区あすみが丘1-23-8緑川ビル2階 
ｐｏｃｏ ａ ｐｏｃｏ 緑区あすみが丘東3-10-17 
有限会社ﾄｰﾀﾙ介護ｻｰﾋﾞｽｱｲ千葉営業所 緑区あすみが丘2-41-11 
アクセスデザイニング訪問介護事業所 美浜区真砂2-1-12プラザ真砂702号 
あなたの手ケアサービス 美浜区高洲1-1-11 
ケアサービス・ステップアップ 美浜区高浜3-5 29棟306号 
ケアサービス花の輪 美浜区高洲1-1-11 Ａの6 
セントケア美浜 美浜区高洲3-5-6ボナージュ稲毛海岸1Ｆ 
ディアフレンズ美浜 美浜区磯辺2-21-1 
雛菊訪問介護事業所 美浜区高洲3-1-6-101 
美浜ヘルパーステーション ささえ愛 美浜区磯辺6-3-10 
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種類 名称 住所 
ヤックスヘルパーステーション稲毛海岸 美浜区高洲1-16-20 

共同生活援
助 

アスティおおもり 中央区大森町404-6 
グループホームクローバーハウス 中央区塩田町212-2 ｺｰﾎﾟｸﾞﾘｰﾝ A棟103号室 
グループホームピクシープレイス 中央区白旗2-18-7-2 
ふる里学舎本千葉 中央区寒川町1-208-2 
ブレイブ 中央区星久喜町942-5 ハイツ佐野1-103 
星のいえ千葉 中央区南生実町51-2 
みらい工房南生実町ホーム 中央区南生実町909-2 
らいおんホームそが 中央区蘇我4-12-18 
啓生寮 花見川区畑町1701 
けみがわグレース 花見川区検見川町2-585 
鉄腕アットホーム 花見川区犢橋町172-9 
特定非営利活動法人すばる 花見川区朝日ケ丘5-28-52 
畑町ホーム通勤寮 花見川区畑町577-4 
ラブリーパレス 花見川区宮野木台4-16-6 
あいりす 稲毛区長沼町225-15 
父の樹 稲毛区長沼原町321-2 
でい・さくさべ 稲毛区作草部2-4-5 
グループホーム泉の里 若葉区野呂町587-3 
シャムハウス 若葉区みつわ台4の7-10 
ハイム中野 若葉区中野町1574-31 
びいどろ 若葉区高根町726-2 
しいのみ園ほんだ 緑区誉田町2-24-465 
ここすも 美浜区稲毛海岸4-7-9 

行動援護 Ｈａｎａヘルパーステーション花見川 花見川区幕張本郷2-41-5 
生活クラブ風の村介護ステーション稲毛 稲毛区園生町1107-7 
特定非営利活動法人ひだまり「ﾒｰﾌﾟﾙﾘｰﾌ」 稲毛区長沼町32 
有限会社サポートステーションさくらんぼ 稲毛区山王町79-20 
Ｈａｎａヘルパーステーション高品 若葉区高品町1587-3 菊泉ビル102号室 

施設入所支
援 

ハピネス浜野 中央区浜野町649-1 
畑町ガーデン 花見川区畑町591-17 
千葉光の村授産園 若葉区小間子町1-8 
中野学園 若葉区中野町1574-31 
若葉泉の里 若葉区野呂町1791-3 
アガペの里 緑区高田町109-2 
エルピザの里 緑区高田町149-2 
ガーデンセブン 緑区大木戸町1423-5 
更生園 緑区誉田町1-45-2 
しいのみ園 緑区高田町1953-1 
障害者支援施設鎌取晴山苑 緑区鎌取町2810-23 
障害者支援施設セルプ・ガーデンハウス 緑区大木戸町1423-3 
ディアフレンズ美浜 美浜区磯辺2-21-1 

自立訓練 
（機能訓練) 

更生園 緑区誉田町1-45-2 

自立訓練 
（生活訓練) 

みらい工房 中央区生実町1821-1 
畑町ガーデン 花見川区畑町591-17 
更生園 緑区誉田町1-45-2 
こころの風元気村 緑区高田町1789-1 

宿泊型自立訓練 こころの風元気村 緑区高田町1789-1 
就労移行支
援（一般型) 

ウイングル千葉センター 中央区新千葉2-1-7 第二石橋ビル 
ウェルビー千葉駅前センター 中央区新町18-10 千葉第一生命ビル2階 
就労支援センターひゅーまにあ千葉中央 中央区富士見2-7-5 富士見ﾊｲﾈｽﾋﾞﾙ 9階 
就労支援センターひゅーまにあ千葉 中央区富士見2-8-14 エキニア千葉4階 
千葉市亥鼻福祉作業所 中央区亥鼻2-10-16 
Ｍelk千葉Office 中央区富士見2-3-1塚本大千葉ビル6Ｆ 
ワークアシスト千葉 中央区院内1-14-7 
明日の種 花見川区長作町2499-6 
オーク＆ライフ 花見川区検見川町2-464-8 
オリーブハウス 花見川区横戸町786-4 
畑町ガーデン 花見川区畑町591-17 
父の樹園 稲毛区長沼原町321-3 
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種類 名称 住所 
でい・さくさべ 稲毛区作草部2-4-5 
桜が丘晴山苑 若葉区加曽利町1536 
千葉光の村授産園 若葉区小間子町1-8 
もくまお 若葉区多部田町759-52 
更生園 緑区誉田町1-45-2 
ワークショップ鎌取 緑区辺田町605-2 
コスモス 美浜区稲毛海岸4-6-18 
千葉市療育センターいずみの家 美浜区高浜4-8-3 

就労継続支
援（Ａ型) 

グローアップ千葉 中央区問屋町1-55 シーオービル８階 
ミレリア 中央区長洲1-23-4 ｵｰﾁｭｰ千葉中央ﾋﾞﾙ 302号 
ハーモニー治療院 稲毛区小仲台2-6-9 マルサンビル202 
はつらつ道場 稲毛区長沼町132-20 
ＰＡＬ稲毛 稲毛区園生町449-1 店舗棟3号 
就労継続支援はぁもにぃ 緑区土気町1727-4 

就労継続支
援（Ｂ型) 

青い空 中央区青葉町1255-2 
カフェ・ハーモニー 中央区弁天3-1 
障害福祉サービス事業所 ちばりよ～ 中央区星久喜町926-1 
大樹 中央区大森町404-12 
千葉市亥鼻福祉作業所 中央区亥鼻2-10-16 
羽の郷千葉 中央区稲荷町2-3-23 
らいおん工房 中央区港町1-2 
明日の種 花見川区長作町2499-6 
オーク＆ライフ 花見川区検見川町2-464-8 
オリーブハウス 花見川区横戸町786-4 
障害福祉サービス事業所まぁぶるひろ 花見川区幕張町5-391-3 
ステップちば 花見川区天戸町757-3 
花見川ワークサポート 花見川区畑町2895-1 
あけぼの園 稲毛区長沼原町321-2 
あやめ 稲毛区長沼町287-3 
就労生活支援ｾﾝﾀｰ ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙ西千葉 稲毛区小仲台2-6-1 京成稲毛ビル205 
父の樹園 稲毛区長沼原町321-3 
でい・さくさべ 稲毛区作草部2-4-5 
ワーク＆サポートすばる 稲毛区宮野木町295-2 
あさひの丘 若葉区古泉町132-11 
大宮 若葉区大宮町3419-1 
桜が丘晴山苑 若葉区加曽利町1536 
桜木 若葉区桜木8-2 
千葉光の村授産園 若葉区小間子町1-8 
まあるい広場 若葉区東寺山町663-8 
もくまお 若葉区多部田町759-52 
銀河舎 緑区誉田町1-201 
しいのみ園こころ 緑区誉田町2-2307 
ワークショップ鎌取 緑区辺田町605-2 
カフェバルコニー 美浜区磯辺3-5-7 
コスモス 美浜区稲毛海岸4-6-18 
千葉市療育センターいずみの家 美浜区高浜4-8-3 

重度訪問介
護 

アースサポート千葉中央 中央区今井2-18-17 
アットホーム七夢 中央区生実町994-37 
アミカ千葉中央介護センター 中央区市場町6-8 ｸﾘｽﾀﾙｽｸｴｱ INOHANA052号 
アルマケアサービス 中央区寒川町1-232 
いちごケアサービス 中央区道場北2-18-34 
医療法人社団福寿会訪問介護ひまわり 中央区今井2-7-9 
ヴェルデケアサービス 中央区今井1-20-7 
ＮＰＯ法人みずほ社会福祉協会 中央区松波1-12-1-103 
おゆみヘルパーステーション 中央区生実町1661-2 
介護サービス友乃家千葉中央事業所 中央区南町2-19-7 ビル高菜2階 
かたくり千葉中央 中央区新田町14-11 
株式会社ｸﾘｰﾝﾒｲﾄ千葉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 中央区登戸4-3-9 
株式会社ヘルシーサービス 千葉営業所 中央区新田町13-8 大丸1階 
ケアサービス七夢 中央区神明町3-31 大和田建設店舗1号室 
コクアプランニング 中央区富士見2-22-18 ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞﾋﾞﾙ 7Ｆ 
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種類 名称 住所 
でい・さくさべ 稲毛区作草部2-4-5 
桜が丘晴山苑 若葉区加曽利町1536 
千葉光の村授産園 若葉区小間子町1-8 
もくまお 若葉区多部田町759-52 
更生園 緑区誉田町1-45-2 
ワークショップ鎌取 緑区辺田町605-2 
コスモス 美浜区稲毛海岸4-6-18 
千葉市療育センターいずみの家 美浜区高浜4-8-3 

就労継続支
援（Ａ型) 

グローアップ千葉 中央区問屋町1-55 シーオービル８階 
ミレリア 中央区長洲1-23-4 ｵｰﾁｭｰ千葉中央ﾋﾞﾙ 302号 
ハーモニー治療院 稲毛区小仲台2-6-9 マルサンビル202 
はつらつ道場 稲毛区長沼町132-20 
ＰＡＬ稲毛 稲毛区園生町449-1 店舗棟3号 
就労継続支援はぁもにぃ 緑区土気町1727-4 

就労継続支
援（Ｂ型) 

青い空 中央区青葉町1255-2 
カフェ・ハーモニー 中央区弁天3-1 
障害福祉サービス事業所 ちばりよ～ 中央区星久喜町926-1 
大樹 中央区大森町404-12 
千葉市亥鼻福祉作業所 中央区亥鼻2-10-16 
羽の郷千葉 中央区稲荷町2-3-23 
らいおん工房 中央区港町1-2 
明日の種 花見川区長作町2499-6 
オーク＆ライフ 花見川区検見川町2-464-8 
オリーブハウス 花見川区横戸町786-4 
障害福祉サービス事業所まぁぶるひろ 花見川区幕張町5-391-3 
ステップちば 花見川区天戸町757-3 
花見川ワークサポート 花見川区畑町2895-1 
あけぼの園 稲毛区長沼原町321-2 
あやめ 稲毛区長沼町287-3 
就労生活支援ｾﾝﾀｰ ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙ西千葉 稲毛区小仲台2-6-1 京成稲毛ビル205 
父の樹園 稲毛区長沼原町321-3 
でい・さくさべ 稲毛区作草部2-4-5 
ワーク＆サポートすばる 稲毛区宮野木町295-2 
あさひの丘 若葉区古泉町132-11 
大宮 若葉区大宮町3419-1 
桜が丘晴山苑 若葉区加曽利町1536 
桜木 若葉区桜木8-2 
千葉光の村授産園 若葉区小間子町1-8 
まあるい広場 若葉区東寺山町663-8 
もくまお 若葉区多部田町759-52 
銀河舎 緑区誉田町1-201 
しいのみ園こころ 緑区誉田町2-2307 
ワークショップ鎌取 緑区辺田町605-2 
カフェバルコニー 美浜区磯辺3-5-7 
コスモス 美浜区稲毛海岸4-6-18 
千葉市療育センターいずみの家 美浜区高浜4-8-3 

重度訪問介
護 

アースサポート千葉中央 中央区今井2-18-17 
アットホーム七夢 中央区生実町994-37 
アミカ千葉中央介護センター 中央区市場町6-8 ｸﾘｽﾀﾙｽｸｴｱ INOHANA052号 
アルマケアサービス 中央区寒川町1-232 
いちごケアサービス 中央区道場北2-18-34 
医療法人社団福寿会訪問介護ひまわり 中央区今井2-7-9 
ヴェルデケアサービス 中央区今井1-20-7 
ＮＰＯ法人みずほ社会福祉協会 中央区松波1-12-1-103 
おゆみヘルパーステーション 中央区生実町1661-2 
介護サービス友乃家千葉中央事業所 中央区南町2-19-7 ビル高菜2階 
かたくり千葉中央 中央区新田町14-11 
株式会社ｸﾘｰﾝﾒｲﾄ千葉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 中央区登戸4-3-9 
株式会社ヘルシーサービス 千葉営業所 中央区新田町13-8 大丸1階 
ケアサービス七夢 中央区神明町3-31 大和田建設店舗1号室 
コクアプランニング 中央区富士見2-22-18 ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞﾋﾞﾙ 7Ｆ 
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種類 名称 住所 
ＪＡ千葉みらい訪問介護事業所 中央区千葉港5-25 
ジャパンケア千葉中央 中央区道場南1-5-7グリーンパレス1ＦＡ 
障害者自立支援 らいふきっと。 中央区赤井町719-32 
新千葉ヘルパーステーション 中央区新千葉2-1-6 第一石橋ビル203号 
セントケアちば 中央区蘇我2-5-3 
ダリアケアセンター 中央区都町979-1 
千葉在宅介護センター 中央区中央3-5-3玄昌ビル3階 
千葉聴覚障害者センター 中央区神明町204-12 
トータルケアサポートニッセイ 中央区祐光4-13-5-106 
トータルケアサポートマコト 中央区星久喜町947-8 
ニチイケアセンターはまの 中央区村田町1226 
陽だまり訪問介護ステーション 中央区新田町2-10-503サイトービルＮｏ3 
ひばり訪問介護ステーション千葉中央 中央区都町2-20-17 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ千葉中央 
ヒューマンライフケア千葉院内の湯 中央区院内1-7-6 
ふれあいセンター 中央区赤井町10-3 
ヘルパーステーションかえで 中央区亥鼻1-2-5 ＪＥビル2階 
ヘルパー笑顔 中央区神明町211-1 2Ｆの1 
訪問介護ステーションまごのて 中央区神明町25-2 君待橋102号 
ほーぷケアセンター 中央区生実町1572-1 
ほっとはぁと・蘇我ケアセンター 中央区今井1-16-6 
やさしい手青葉町巡回訪問介護事業所 中央区千葉寺町577-6 ｾﾝﾁｭﾘｰﾃﾗｽ青葉の森1階 
やさしい手千葉訪問介護事業所 中央区新田町4-22サンライト202号室 
ヤックスヘルパーステーション蘇我 中央区白旗3-25-20 
りべるたす 中央区末広3-27-6 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾊｳｽ末広壱番館103号室
ロングライフ介護タクシー 中央区長洲2-6-11 コーポ小川1-102 
アイケア花見川ヘルパーステーション 花見川区幕張町5-419-2 J ｽﾃｰｼﾞ幕張Ⅱ201 
アイケア幕張ヘルパーステーション 花見川区幕張町5-419-2 J ｽﾃｰｼﾞ幕張Ⅱ101 
アイプラザ介護企画 花見川区大日町1261-2 
朝陽ケアサービス 花見川区作新台6-15-12 ＢＸコーポ201 
アミカ花見川介護センター 花見川区南花園2-9-21 ﾌﾞｵﾅｽﾀﾝｻﾞ新検見川402号
ケイワ介護サービス 花見川区千種町166-90 
在宅介護センターこぶしの会 花見川区こてはし台1-23-3 
さくらひめサポート 花見川区幕張町3-1113-4 ｻﾝｽﾌﾟﾚﾝﾀﾞｰ 203 
シニア町内会まくはり館訪問介護事業所 花見川区幕張町5-370-4 
ジャパンケア千葉幕張 花見川区幕張町4-619-24千脇伸ビル2Ｆ 
順ケアサービス 花見川区幕張本郷2-4-12 
セントケア花見川 花見川区検見川町3-309-6-104 
千葉れんげサービス 花見川区花園町1574-18 
トータルケアサポート花見川 花見川区犢橋町1612-11 田久保コーポ101 
特定非営利活動法人たすけあいこんにちわ 花見川区花園1-6-7 
ドリーム花見川 花見川区千種町343 ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ花見川H-102 
ニチイケアセンターさつきが丘 花見川区さつきが丘2-28-15 
ニチイケアセンターはなぞの 花見川区南花園1-44-9 高山ビル101号 
Ｈａｎａヘルパーステーション花見川 花見川区幕張本郷2-41-5 
ひまわり訪問介護事業所 花見川区千種町74-3 
ヘルパーステーションなのはな幕張事業所 花見川区幕張町5-225 
ヘルプサービスいちご 花見川区作新台8-12-2-406 
ホンマケアサービス 花見川区横戸台47-2 
まごころサービス千葉 花見川区幕張本郷1-23-15 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｩｰﾙ第2の107号
ままみ訪問介護サービス 花見川区朝日ケ丘1-21-13 
ヤックスヘルパーステーション花見川 花見川区柏井1-4-1 ﾔｯｸｽﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ花見川内 
有限会社メロディ介護サービス 花見川区花園2-8-15 
夢のケアステーション 花見川区畑町759 
Ｙ．Ｋ．Ｆ介護サービス 花見川区作新台1-22-1 ｻﾝｺｰﾎﾟｱﾗｲ 102号 
アースサポート千葉 稲毛区稲毛3-10-24 
あいケアサービス 稲毛区小仲台6-18-1 稲毛パレス3階 
アミカ稲毛介護センター 稲毛区宮野木町2153-2 
いきいきケア穴川 稲毛区穴川3-3-24 ベルフラット103号 
稲毛駅前訪問介護ステーション 稲毛区小仲台1-4-20 イオン稲毛店4階 
ウィッシュ 稲毛区宮野木町1722-147 
ジャパンケア千葉小仲台 稲毛区小仲台3-8-10 ｺﾋﾟｰﾇ･ｶﾀｷﾞｼ 101号室 
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種類 名称 住所 
ジャパンケア千葉緑町 稲毛区緑町1-11-14 ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞﾓﾆｶ 1階 
ステップワン介護サービス 稲毛区天台4-5-15グリーンハイム101 
スマイル介護サービス 稲毛区宮野木町1652-148 Ｋハイツ101 
生活クラブ風の村介護ステーション稲毛 稲毛区園生町1107-7 
虹色介護ステーション 稲毛区宮野木町1070-2-101 
ニチイケアセンター西千葉 稲毛区緑町1-18-3 新日本ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ 102号 
花いちりん千葉 稲毛区宮野木町1755-43 
ひばりサービス稲毛センター 稲毛区稲毛東3-16-13二葉ビル3階Ｃ号室 
ファーストステージ稲毛 稲毛区園生町1025-1 
プラチナ・訪問介護ステーションいなげ 稲毛区山王町103-4 
ヘルパーステーションおきらく 稲毛区天台5-8-1 
ヤックスヘルパーステーション作草部 稲毛区作草部1-10-2 ヤックス作草部店内 
有限会社サポートステーションさくらんぼ 稲毛区山王町79-20 
アースサポート千葉若葉 若葉区西都賀3-19-4 
愛ケアサービス 若葉区金親町500-4 
愛心サービス 若葉区大草町441-40 
アイホープ 若葉区みつわ台5-33-1-101 
介護やわらぎ 若葉区みつわ台3-10-2市瀬マンション303 
介護リボンヘルパーステーション 若葉区千城台南1-9-7 
かたくり都賀 若葉区都賀4-8-18 ｼｮｰ･ｴﾑ都賀101号室 
株式会社 優春 若葉区桜木6-15-21 桜木ビル202 
株式会社ｸﾘｰﾝﾒｲﾄ千城台ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 若葉区千城台南4-11-6 
ケアステーション きずな 若葉区桜木3-22-22 
ケアステーションコスモス 若葉区千城台東4-21-6 
さくら・介護ステーション和光 若葉区小倉台2-1026-8 
ジャパンケア千葉都賀 若葉区桜木北2-11-11 
シャローム若葉 若葉区若松町2170-8 
セントケア若葉 若葉区小倉台5-20-10 藤ビル2Ｗ 
千葉ハートケア訪問介護サービス 若葉区多部田町1122-1 
つくしケアサービスわかば 若葉区殿台町80-1殿台ハイツ102号 
なのはな介護 若葉区殿台町80-1 
ニチイケアセンター千城台 若葉区千城台北1-26-11 
ニチイケアセンター千葉わかば 若葉区都賀3-19-1 ﾊﾟｰﾌﾟﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞ 103号 
パシトケア 若葉区大宮町862 ファーストハイツ103 
Ｈａｎａヘルパーステーション高品 若葉区高品町1587-3 菊泉ビル102号室 
ひまわりとそら訪問介護ステーション 若葉区桜木北1-3-18 
訪問介護サービスひびき 若葉区桜木5-3-1 ﾓｱｸﾚｽﾄ千葉A棟108号 
訪問介護 ひだまりの家 若葉区源町175-3 
ホームヘルプ若葉泉の里 若葉区野呂町1791-3 
ほっとはぁと・若葉ケアセンター 若葉区都賀の台2-1-10 
Ｙ’ｓケアセンター 若葉区小倉台3-4-5 2階 
「めだかの学校」指定訪問介護事業所 緑区あすみが丘1-7-8 
アースサポート千葉緑 緑区おゆみ野3-41-7 
エターナルケアおゆみ野ステーション 緑区おゆみ野中央6-48-4 
オクターヴヘルパーステーション 緑区あすみが丘8-10-1 
介護サービス友乃家 千葉南事業所 緑区誉田町2-27-10 
ケアステーション奏 緑区誉田町1-980-5 
ニチイケアセンター鎌取 緑区おゆみ野3-39-1 ｾﾝﾄｱﾍﾞﾆｭｰﾋﾞﾙ 1階 
ハートフレンド誉田 緑区誉田町2-25-75 
Ｈａｎａヘルパーステーションおゆみ野 緑区おゆみ野1-21-6 
春の道 緑区おゆみ野3-25-1 
訪問介護ステーションあいあい 緑区高津戸町318-2 
訪問介護センター白寿 緑区あすみが丘2-27-5 
ぽかぽか介護おてんとさん 緑区あすみが丘1-23-8緑川ビル2階 
ｐｏｃｏ ａ ｐｏｃｏ 緑区あすみが丘東3-10-17 
有限会社ﾄｰﾀﾙ介護ｻｰﾋﾞｽｱｲ千葉営業所 緑区あすみが丘2-41-11 
アクセスデザイニング訪問介護事業所 美浜区真砂2-1-12プラザ真砂702号 
あなたの手ケアサービス 美浜区高洲1-1-11 
ケアサービス・ステップアップ 美浜区高浜3-5 29棟306号 
ケアサービス花の輪 美浜区高洲1-1-11 Ａの6 
セントケア美浜 美浜区高洲3-5-6ボナージュ稲毛海岸1Ｆ 
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種類 名称 住所 
ジャパンケア千葉緑町 稲毛区緑町1-11-14 ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞﾓﾆｶ 1階 
ステップワン介護サービス 稲毛区天台4-5-15グリーンハイム101 
スマイル介護サービス 稲毛区宮野木町1652-148 Ｋハイツ101 
生活クラブ風の村介護ステーション稲毛 稲毛区園生町1107-7 
虹色介護ステーション 稲毛区宮野木町1070-2-101 
ニチイケアセンター西千葉 稲毛区緑町1-18-3 新日本ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ 102号 
花いちりん千葉 稲毛区宮野木町1755-43 
ひばりサービス稲毛センター 稲毛区稲毛東3-16-13二葉ビル3階Ｃ号室 
ファーストステージ稲毛 稲毛区園生町1025-1 
プラチナ・訪問介護ステーションいなげ 稲毛区山王町103-4 
ヘルパーステーションおきらく 稲毛区天台5-8-1 
ヤックスヘルパーステーション作草部 稲毛区作草部1-10-2 ヤックス作草部店内 
有限会社サポートステーションさくらんぼ 稲毛区山王町79-20 
アースサポート千葉若葉 若葉区西都賀3-19-4 
愛ケアサービス 若葉区金親町500-4 
愛心サービス 若葉区大草町441-40 
アイホープ 若葉区みつわ台5-33-1-101 
介護やわらぎ 若葉区みつわ台3-10-2市瀬マンション303 
介護リボンヘルパーステーション 若葉区千城台南1-9-7 
かたくり都賀 若葉区都賀4-8-18 ｼｮｰ･ｴﾑ都賀101号室 
株式会社 優春 若葉区桜木6-15-21 桜木ビル202 
株式会社ｸﾘｰﾝﾒｲﾄ千城台ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 若葉区千城台南4-11-6 
ケアステーション きずな 若葉区桜木3-22-22 
ケアステーションコスモス 若葉区千城台東4-21-6 
さくら・介護ステーション和光 若葉区小倉台2-1026-8 
ジャパンケア千葉都賀 若葉区桜木北2-11-11 
シャローム若葉 若葉区若松町2170-8 
セントケア若葉 若葉区小倉台5-20-10 藤ビル2Ｗ 
千葉ハートケア訪問介護サービス 若葉区多部田町1122-1 
つくしケアサービスわかば 若葉区殿台町80-1殿台ハイツ102号 
なのはな介護 若葉区殿台町80-1 
ニチイケアセンター千城台 若葉区千城台北1-26-11 
ニチイケアセンター千葉わかば 若葉区都賀3-19-1 ﾊﾟｰﾌﾟﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞ 103号 
パシトケア 若葉区大宮町862 ファーストハイツ103 
Ｈａｎａヘルパーステーション高品 若葉区高品町1587-3 菊泉ビル102号室 
ひまわりとそら訪問介護ステーション 若葉区桜木北1-3-18 
訪問介護サービスひびき 若葉区桜木5-3-1 ﾓｱｸﾚｽﾄ千葉A棟108号 
訪問介護 ひだまりの家 若葉区源町175-3 
ホームヘルプ若葉泉の里 若葉区野呂町1791-3 
ほっとはぁと・若葉ケアセンター 若葉区都賀の台2-1-10 
Ｙ’ｓケアセンター 若葉区小倉台3-4-5 2階 
「めだかの学校」指定訪問介護事業所 緑区あすみが丘1-7-8 
アースサポート千葉緑 緑区おゆみ野3-41-7 
エターナルケアおゆみ野ステーション 緑区おゆみ野中央6-48-4 
オクターヴヘルパーステーション 緑区あすみが丘8-10-1 
介護サービス友乃家 千葉南事業所 緑区誉田町2-27-10 
ケアステーション奏 緑区誉田町1-980-5 
ニチイケアセンター鎌取 緑区おゆみ野3-39-1 ｾﾝﾄｱﾍﾞﾆｭｰﾋﾞﾙ 1階 
ハートフレンド誉田 緑区誉田町2-25-75 
Ｈａｎａヘルパーステーションおゆみ野 緑区おゆみ野1-21-6 
春の道 緑区おゆみ野3-25-1 
訪問介護ステーションあいあい 緑区高津戸町318-2 
訪問介護センター白寿 緑区あすみが丘2-27-5 
ぽかぽか介護おてんとさん 緑区あすみが丘1-23-8緑川ビル2階 
ｐｏｃｏ ａ ｐｏｃｏ 緑区あすみが丘東3-10-17 
有限会社ﾄｰﾀﾙ介護ｻｰﾋﾞｽｱｲ千葉営業所 緑区あすみが丘2-41-11 
アクセスデザイニング訪問介護事業所 美浜区真砂2-1-12プラザ真砂702号 
あなたの手ケアサービス 美浜区高洲1-1-11 
ケアサービス・ステップアップ 美浜区高浜3-5 29棟306号 
ケアサービス花の輪 美浜区高洲1-1-11 Ａの6 
セントケア美浜 美浜区高洲3-5-6ボナージュ稲毛海岸1Ｆ 
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ディアフレンズ美浜 美浜区磯辺2-21-1 
雛菊訪問介護事業所 美浜区高洲3-1-6-101 
美浜ヘルパーステーション ささえ愛 美浜区磯辺6-3-10 
ヤックスヘルパーステーション稲毛海岸 美浜区高洲1-16-20 

生活介護 しいのみ園こころの都 中央区都町1157-1 
ハピネス浜野 中央区浜野町649-1 
みらい工房 中央区生実町1821-1 
みらい工房だいち 中央区宮崎2-6-26 
畑町ガーデン 花見川区畑町591-17 
ワーク幕張 花見川区幕張町4-606 
あけぼの園 稲毛区長沼原町321-2 
あやめ 稲毛区長沼町287-3 
でい・さくさべ 稲毛区作草部2-4-5 
ワーク＆サポートすばる 稲毛区宮野木町295-2 
アクティなかの 若葉区中野町1574-31 
桜が丘晴山苑 若葉区加曽利町1536 
たかね園 若葉区高根町710 
千葉市桜木園 若葉区桜木8-31-15 
千葉光の村授産園 若葉区小間子町1-8 
ディアフレンズ大宮 若葉区大宮町2838-1 
中野学園 若葉区中野町1574-31 
ほっとひといき 若葉区大宮町2112-8 
若葉泉の里 若葉区野呂町1791-3 
アガペの里 緑区高田町109-2 
エルピザの里 緑区高田町149-2 
ガーデンセブン 緑区大木戸町1423-5 
しいのみ園 緑区高田町1953-1 
しいのみ園こころ 緑区誉田町2-2307 
障害者支援施設鎌取晴山苑 緑区鎌取町2810-23 
障害者支援施設セルプ・ガーデンハウス 緑区大木戸町1423-3 
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所ｾﾙﾌﾟ･ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊｳｽ 緑区大木戸町1423-3 
千葉県千葉ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ児童発達支援ｾﾝﾀｰ 緑区誉田町1-45-2 
びぃ～ぼ 緑区平山町2005-2 
げんき 美浜区稲毛海岸2-3-1 
コスモス 美浜区稲毛海岸4-6-18 
さいわい 美浜区稲毛海岸2-3-1 
ディアフレンズ美浜 美浜区磯辺2-21-1 
でい・まさご 美浜区真砂2-1-12 

短期入所 独立行政法人国立病院機構千葉東病院 中央区仁戸名町673 
ハピネス浜野 中央区浜野町649-1 
ブレイブ 中央区星久喜町942-5 ハイツ佐野1-103 
みらい工房南生実町ホーム 中央区南生実町909-2 
畑町ガーデン 花見川区畑町591-17 
父の樹 稲毛区長沼原町321-2 
でい・さくさべ 稲毛区作草部2-4-5 
たかね園 若葉区高根町710 
千葉市桜木園 若葉区桜木8-31-15 
中野学園 若葉区中野町1574-31 
はんもっく 若葉区西都賀4-1-6 土屋ビル201 
まあるい広場 若葉区東寺山町663-8 
若葉泉の里短期入所事業 若葉区野呂町1791-3 
愛育園 緑区誉田町1-45-2 
アガペの里 緑区高田町109-2 
エルピザの里 緑区高田町149-2 
ガーデンセブン 緑区大木戸町1423-5 
更生園 緑区誉田町1-45-2 
障害者支援施設鎌取晴山苑 緑区鎌取町2810-23 
障害者支援施設セルプ・ガーデンハウス 緑区大木戸町1423-3 
短期入所しいのみ園 緑区高田町1953-1 
さいわい 美浜区稲毛海岸2-3-1 
ディアフレンズ美浜 美浜区磯辺2-21-1 
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種類 名称 住所 
同行援護 アースサポート千葉中央 中央区今井2-18-17 

アットホーム七夢 中央区生実町994-37 
アルマケアサービス 中央区寒川町1-232 
いちごケアサービス 中央区道場北2-18-34 
ヴェルデケアサービス 中央区今井1-20-7 
ＮＰＯ法人みずほ社会福祉協会 中央区松波1-12-1-103 
介護サービス友乃家千葉中央事業所 中央区南町2-19-7 ビル高菜2階 
株式会社ヘルシーサービス 千葉営業所 中央区新田町13-8 大丸1階 
ケアサービス七夢 中央区神明町3-31 大和田建設店舗1号室 
ＪＡ千葉みらい訪問介護事業所 中央区千葉港5-25 
ジャパンケア千葉中央 中央区道場南1-5-7グリーンパレス1ＦＡ 
セントケアちば 中央区蘇我2-5-3 
ダリアケアセンター 中央区都町979-1 
千葉在宅介護センター 中央区中央3-5-3玄昌ビル3階 
千葉聴覚障害者センター 中央区神明町204-12 
トータルケアサポートニッセイ 中央区祐光4-13-5-106 
トータルケアサポートマコト 中央区星久喜町947-8 
特定非営利活動法人介護サービス 中央区院内2-15-13 
ニチイケアセンターはまの 中央区村田町1226 
ふれあいセンター 中央区赤井町10-3 
ヘルパーステーションかえで 中央区亥鼻1-2-5 ＪＥビル2階 
ヤックスヘルパーステーション蘇我 中央区白旗3-25-20 
りべるたす 中央区末広3-27-6 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾊｳｽ末広壱番館103号室
ロングライフ介護タクシー 中央区長洲2-6-11 コーポ小川1-102 
朝陽ケアサービス 花見川区作新台6-15-12 ＢＸコーポ201 
ケイワ介護サービス 花見川区千種町166-90 
在宅介護センターこぶしの会 花見川区こてはし台1-23-3 
セントケア花見川 花見川区検見川町3-309-6-104 
千葉れんげサービス 花見川区花園町1574-18 
特定非営利活動法人たすけあいこんにちわ 花見川区花園1-6-7 
ドリーム花見川 花見川区千種町343 ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ花見川H-102 
ニチイケアセンターさつきが丘 花見川区さつきが丘2-28-15 
ニチイケアセンターはなぞの 花見川区南花園1-44-9 高山ビル101号 
Ｈａｎａヘルパーステーション花見川 花見川区幕張本郷2-41-5 
ひまわり訪問介護事業所 花見川区千種町74-3 
ヘルパーステーションなのはな幕張事業所 花見川区幕張町5-225 
ヘルプサービスいちご 花見川区作新台8-12-2-406 
ヤックスヘルパーステーション花見川 花見川区柏井1-4-1 ﾔｯｸｽﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ花見川内 
有限会社メロディ介護サービス 花見川区花園2-8-15 
夢のケアステーション 花見川区畑町759 
アースサポート千葉 稲毛区稲毛3-10-24 
いきいきケア穴川 稲毛区穴川3-3-24 ベルフラット103号 
稲毛駅前訪問介護ステーション 稲毛区小仲台1-4-20 イオン稲毛店4階 
ウィッシュ 稲毛区宮野木町1722-147 
ジャパンケア千葉小仲台 稲毛区小仲台3-8-10 ｺﾋﾟｰﾇ･ｶﾀｷﾞｼ 101号室 
ステップワン介護サービス 稲毛区天台4-5-15グリーンハイム101 
スマイル介護サービス 稲毛区宮野木町1652-148 Ｋハイツ101 
生活クラブ風の村介護ステーション稲毛 稲毛区園生町1107-7 
虹色介護ステーション 稲毛区宮野木町1070-2-101 
ニチイケアセンター西千葉 稲毛区緑町1-18-3 新日本ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ 102号 
花いちりん千葉 稲毛区宮野木町1755-43 
ヤックスヘルパーステーション作草部 稲毛区作草部1-10-2 ヤックス作草部店内 
有限会社サポートステーションさくらんぼ 稲毛区山王町79-20 
アースサポート千葉若葉 若葉区西都賀3-19-4 
愛ケアサービス 若葉区金親町500-4 
愛心サービス 若葉区大草町441-40 
アイホープ 若葉区みつわ台5-33-1-101 
介護やわらぎ 若葉区みつわ台3-10-2市瀬マンション303 
株式会社 優春 若葉区桜木6-15-21 桜木ビル202 
ケアステーション きずな 若葉区桜木3-22-22 
ケアステーションコスモス 若葉区千城台東4-21-6 
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種類 名称 住所 
同行援護 アースサポート千葉中央 中央区今井2-18-17 

アットホーム七夢 中央区生実町994-37 
アルマケアサービス 中央区寒川町1-232 
いちごケアサービス 中央区道場北2-18-34 
ヴェルデケアサービス 中央区今井1-20-7 
ＮＰＯ法人みずほ社会福祉協会 中央区松波1-12-1-103 
介護サービス友乃家千葉中央事業所 中央区南町2-19-7 ビル高菜2階 
株式会社ヘルシーサービス 千葉営業所 中央区新田町13-8 大丸1階 
ケアサービス七夢 中央区神明町3-31 大和田建設店舗1号室 
ＪＡ千葉みらい訪問介護事業所 中央区千葉港5-25 
ジャパンケア千葉中央 中央区道場南1-5-7グリーンパレス1ＦＡ 
セントケアちば 中央区蘇我2-5-3 
ダリアケアセンター 中央区都町979-1 
千葉在宅介護センター 中央区中央3-5-3玄昌ビル3階 
千葉聴覚障害者センター 中央区神明町204-12 
トータルケアサポートニッセイ 中央区祐光4-13-5-106 
トータルケアサポートマコト 中央区星久喜町947-8 
特定非営利活動法人介護サービス 中央区院内2-15-13 
ニチイケアセンターはまの 中央区村田町1226 
ふれあいセンター 中央区赤井町10-3 
ヘルパーステーションかえで 中央区亥鼻1-2-5 ＪＥビル2階 
ヤックスヘルパーステーション蘇我 中央区白旗3-25-20 
りべるたす 中央区末広3-27-6 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾊｳｽ末広壱番館103号室
ロングライフ介護タクシー 中央区長洲2-6-11 コーポ小川1-102 
朝陽ケアサービス 花見川区作新台6-15-12 ＢＸコーポ201 
ケイワ介護サービス 花見川区千種町166-90 
在宅介護センターこぶしの会 花見川区こてはし台1-23-3 
セントケア花見川 花見川区検見川町3-309-6-104 
千葉れんげサービス 花見川区花園町1574-18 
特定非営利活動法人たすけあいこんにちわ 花見川区花園1-6-7 
ドリーム花見川 花見川区千種町343 ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ花見川H-102 
ニチイケアセンターさつきが丘 花見川区さつきが丘2-28-15 
ニチイケアセンターはなぞの 花見川区南花園1-44-9 高山ビル101号 
Ｈａｎａヘルパーステーション花見川 花見川区幕張本郷2-41-5 
ひまわり訪問介護事業所 花見川区千種町74-3 
ヘルパーステーションなのはな幕張事業所 花見川区幕張町5-225 
ヘルプサービスいちご 花見川区作新台8-12-2-406 
ヤックスヘルパーステーション花見川 花見川区柏井1-4-1 ﾔｯｸｽﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ花見川内 
有限会社メロディ介護サービス 花見川区花園2-8-15 
夢のケアステーション 花見川区畑町759 
アースサポート千葉 稲毛区稲毛3-10-24 
いきいきケア穴川 稲毛区穴川3-3-24 ベルフラット103号 
稲毛駅前訪問介護ステーション 稲毛区小仲台1-4-20 イオン稲毛店4階 
ウィッシュ 稲毛区宮野木町1722-147 
ジャパンケア千葉小仲台 稲毛区小仲台3-8-10 ｺﾋﾟｰﾇ･ｶﾀｷﾞｼ 101号室 
ステップワン介護サービス 稲毛区天台4-5-15グリーンハイム101 
スマイル介護サービス 稲毛区宮野木町1652-148 Ｋハイツ101 
生活クラブ風の村介護ステーション稲毛 稲毛区園生町1107-7 
虹色介護ステーション 稲毛区宮野木町1070-2-101 
ニチイケアセンター西千葉 稲毛区緑町1-18-3 新日本ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ 102号 
花いちりん千葉 稲毛区宮野木町1755-43 
ヤックスヘルパーステーション作草部 稲毛区作草部1-10-2 ヤックス作草部店内 
有限会社サポートステーションさくらんぼ 稲毛区山王町79-20 
アースサポート千葉若葉 若葉区西都賀3-19-4 
愛ケアサービス 若葉区金親町500-4 
愛心サービス 若葉区大草町441-40 
アイホープ 若葉区みつわ台5-33-1-101 
介護やわらぎ 若葉区みつわ台3-10-2市瀬マンション303 
株式会社 優春 若葉区桜木6-15-21 桜木ビル202 
ケアステーション きずな 若葉区桜木3-22-22 
ケアステーションコスモス 若葉区千城台東4-21-6 
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種類 名称 住所 
さくら・介護ステーション和光 若葉区小倉台2-1026-8 
シャローム若葉 若葉区若松町2170-8 
セントケア若葉 若葉区小倉台5-20-10 藤ビル2Ｗ 
なのはな介護 若葉区殿台町80-1 
ニチイケアセンター千城台 若葉区千城台北1-26-11 
ニチイケアセンター千葉わかば 若葉区都賀3-19-1 ﾊﾟｰﾌﾟﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞ 103号 
Ｈａｎａヘルパーステーション高品 若葉区高品町1587-3 菊泉ビル102号室 
訪問介護サービスひびき 若葉区桜木5-3-1 ﾓｱｸﾚｽﾄ千葉A棟108号 
ホームヘルプ若葉泉の里 若葉区野呂町1791-3 
アースサポート千葉緑 緑区おゆみ野3-41-7 
介護サービス友乃家 千葉南事業所 緑区誉田町2-27-10 
ニチイケアセンター鎌取 緑区おゆみ野3-39-1 ｾﾝﾄｱﾍﾞﾆｭｰﾋﾞﾙ 1階 
Ｈａｎａヘルパーステーションおゆみ野 緑区おゆみ野1-21-6 
ぽかぽか介護おてんとさん 緑区あすみが丘1-23-8緑川ビル2階 
ｐｏｃｏ ａ ｐｏｃｏ 緑区あすみが丘東3-10-17 
有限会社ﾄｰﾀﾙ介護ｻｰﾋﾞｽｱｲ千葉営業所 緑区あすみが丘2-41-11 
あなたの手ケアサービス 美浜区高洲1-1-11 
ケアサービス・ステップアップ 美浜区高浜3-5 29棟306号 
ケアサービス花の輪 美浜区高洲1-1-11 Ａの6 
セントケア美浜 美浜区高洲3-5-6ボナージュ稲毛海岸1Ｆ 
ディアフレンズ美浜 美浜区磯辺2-21-1 
ヤックスヘルパーステーション稲毛海岸 美浜区高洲1-16-20 

療養介護 独立行政法人国立病院機構千葉東病院 中央区仁戸名町673 
千葉市桜木園 若葉区桜木8-31-15 
愛育園 緑区誉田町1-45-2 

 ■ 相談支援事業所 
・障害者（児）や保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、障害福祉サービス等の利用支援、権
利擁護のための必要な援助などを行います（障害者相談支援）。 

・生活支援ワーカーによる家庭や職場の訪問等により、金銭や衣食住に関する問題の解決などの地域で生活
するために必要な支援を行います（知的障害者生活支援）。 

・身近な地域で療育指導等が受けられるよう、支援事業者が訪問・外来による療育相談、訪問による健康診
査、障害児保育を行う保育所等の職員に対する療育に関する技術の指導を行います（障害児等療育支援）。 

・サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要な場合に、障害者（児）の自立した生活や
課題解決、適切なサービス利用に向けて支援します（計画相談支援・障害児相談支援）。 

種類 名称 住所 
障害者相
談支援 

まるめろ 中央区東本町1-6 
支援センターはなみがわ 花見川区天戸町757-3 
地域生活支援センターふらる 稲毛区作草部2-4-6 
若葉泉の里 若葉区大宮町2112-8 
中野学園 若葉区中野町1574-31 
中野学園（やさし～ど) 緑区土気町1634 
ディアフレンズ美浜 美浜区磯辺2-21-1 

知的障害
者生活支
援 

畑町ガーデン 花見川区畑町577-4畑町ホーム通勤寮内 
中野学園 若葉区中野町1574-31 
中野学園（やさし～ど) 緑区土気町1634 

障害児等
療育支援 

地域生活支援センターふらる 稲毛区作草部2-4-6 
でい・さくさべ 稲毛区作草部2-4-5 
父の樹園 稲毛区長沼原町321-3 
中野学園 若葉区中野町1574-31 
千葉光の村授産園 若葉区小間子町1-8 
千葉市桜木園 若葉区桜木8-31-15 
しいのみ園 緑区高田町1953-1 
千葉リハビリテーションセンター愛育園 緑区誉田町1-45-2 
でい・まさご 美浜区真砂2-1-12  プラザ真砂ビル内 
ふる里学舎本千葉 中央区寒川町1-208-2 

一般相談
支援 

障害者地域活動支援センターまるめろ 中央区東本町1-6 
相談支援センターこすもす 中央区末広3-27-13 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾊｳｽ末広弐番館113号室 

支援センターはなみがわ 花見川区天戸町757-3 
地域生活支援センターふらる 稲毛区作草部2-4-6 
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ディアフレンズ大宮 若葉区大宮町2838-1 
中野学園 若葉区中野町1574-31 
若葉泉の里 若葉区大宮町2112-8 
鎌取相談支援センター 緑区辺田町605-2 
指定相談支援事業所 くくる 緑区平川町2305 
相談支援センターしいのみ 緑区高田町1953-1 
でい・まさご 美浜区真砂2-1-12 プラザ真砂ビル 
ディアフレンズ美浜 美浜区磯辺2-21-1 

計画相談
支援 

コミュニティ相談支援事業所 中央区神明町211-1 2Ｆ 
指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所みらい工房 中央区生実町1821-1 
障害者地域活動支援センターまるめろ 中央区東本町1-6 
相談支援センターこすもす 中央区末広3-27-13 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾊｳｽ末広弐番館113号室

千葉聴覚障害者センター 中央区神明町204-12 
ハピネス浜野 中央区浜野町649-1 
ふる里学舎本千葉 中央区寒川町1-208-2 
オリーブ相談事業所 花見川区横戸町786-4 オリーブハウス内 
ケイワ介護サービス 花見川区千種町166-90 
支援センターはなみがわ 花見川区天戸町757-3 
畑町ガーデン 花見川区畑町591-17 
あけぼの園 稲毛区長沼原町321-2 
地域生活支援センターふらる 稲毛区作草部2の4-6 
父の樹園 稲毛区長沼原町321-3 
でい・さくさべ 稲毛区作草部2-4-5 
ひだまり 稲毛区長沼町32 
社会福祉法人九曜会たかね園 若葉区高根町710 
障害福祉サービス事業所 桜が丘晴山苑 若葉区加曽利町1536 
すかいぶるー 若葉区大宮町3419-1 
相談支援事業所こんぱす 若葉区西都賀4-1-10 
千葉光の村授産園 若葉区小間子町1-8 
ディアフレンズ大宮 若葉区大宮町2838-1 
中野学園 若葉区中野町1574-31 
若葉泉の里 若葉区大宮町2112-8 
アガペの里 緑区高田町109-2 
エターナルケアおゆみ野ステーション 緑区おゆみ野中央6-50-10 
エルピザの里 緑区高田町149-2 
ガーデンセブン 緑区大木戸町1423-5 
鎌取相談支援センター 緑区辺田町605-2 
指定相談支援事業所 くくる 緑区平川町2305 
障害者支援施設 鎌取晴山苑 緑区鎌取町2810-23 
相談支援センターしいのみ 緑区高田町1953-1 
千葉県千葉リハビリテーションセンター 緑区誉田町1の45-2 
特定相談支援事業所ｾﾙﾌﾟ･ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊｳｽ 緑区大木戸町1423-3 
千葉市療育ｾﾝﾀｰ相談支援事業所ぱれっと 美浜区高浜4-8-3 
でい・まさご 美浜区真砂2-1-12 プラザ真砂ビル 
ディアフレンズ美浜 美浜区磯辺2-21-1 
ななくさ 美浜区稲毛海岸4-10-2 

障害児相
談支援 

コミュニティ相談支援事業所 中央区神明町211-1 2Ｆ 
指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所みらい工房 中央区生実町1821-1 
相談支援センターこすもす 中央区末広3-27-13ﾌｨｰﾙﾄﾞﾊｳｽ末広弐番館113号
オリーブ相談事業所 花見川区横戸町786-4 オリーブハウス内 
畑町ガーデン 花見川区畑町591-17 
でい・さくさべ 稲毛区作草部2-4-5 
ひだまり 稲毛区長沼町32 
地域生活支援センターふらる 稲毛区作草部2-4-6 
すかいぶるー 若葉区大宮町3419-1 
ディアフレンズ大宮 若葉区大宮町2838-1 
社会福祉法人九曜会たかね園 若葉区高根町710 
若葉泉の里 若葉区大宮町2112-8 
相談支援事業所 こんぱす 若葉区西都賀4-1-10 
中野学園 若葉区中野町1574-31 
鎌取相談支援センター 緑区辺田町605-2 
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種類 名称 住所 
ディアフレンズ大宮 若葉区大宮町2838-1 
中野学園 若葉区中野町1574-31 
若葉泉の里 若葉区大宮町2112-8 
鎌取相談支援センター 緑区辺田町605-2 
指定相談支援事業所 くくる 緑区平川町2305 
相談支援センターしいのみ 緑区高田町1953-1 
でい・まさご 美浜区真砂2-1-12 プラザ真砂ビル 
ディアフレンズ美浜 美浜区磯辺2-21-1 

計画相談
支援 

コミュニティ相談支援事業所 中央区神明町211-1 2Ｆ 
指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所みらい工房 中央区生実町1821-1 
障害者地域活動支援センターまるめろ 中央区東本町1-6 
相談支援センターこすもす 中央区末広3-27-13 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾊｳｽ末広弐番館113号室

千葉聴覚障害者センター 中央区神明町204-12 
ハピネス浜野 中央区浜野町649-1 
ふる里学舎本千葉 中央区寒川町1-208-2 
オリーブ相談事業所 花見川区横戸町786-4 オリーブハウス内 
ケイワ介護サービス 花見川区千種町166-90 
支援センターはなみがわ 花見川区天戸町757-3 
畑町ガーデン 花見川区畑町591-17 
あけぼの園 稲毛区長沼原町321-2 
地域生活支援センターふらる 稲毛区作草部2の4-6 
父の樹園 稲毛区長沼原町321-3 
でい・さくさべ 稲毛区作草部2-4-5 
ひだまり 稲毛区長沼町32 
社会福祉法人九曜会たかね園 若葉区高根町710 
障害福祉サービス事業所 桜が丘晴山苑 若葉区加曽利町1536 
すかいぶるー 若葉区大宮町3419-1 
相談支援事業所こんぱす 若葉区西都賀4-1-10 
千葉光の村授産園 若葉区小間子町1-8 
ディアフレンズ大宮 若葉区大宮町2838-1 
中野学園 若葉区中野町1574-31 
若葉泉の里 若葉区大宮町2112-8 
アガペの里 緑区高田町109-2 
エターナルケアおゆみ野ステーション 緑区おゆみ野中央6-50-10 
エルピザの里 緑区高田町149-2 
ガーデンセブン 緑区大木戸町1423-5 
鎌取相談支援センター 緑区辺田町605-2 
指定相談支援事業所 くくる 緑区平川町2305 
障害者支援施設 鎌取晴山苑 緑区鎌取町2810-23 
相談支援センターしいのみ 緑区高田町1953-1 
千葉県千葉リハビリテーションセンター 緑区誉田町1の45-2 
特定相談支援事業所ｾﾙﾌﾟ･ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊｳｽ 緑区大木戸町1423-3 
千葉市療育ｾﾝﾀｰ相談支援事業所ぱれっと 美浜区高浜4-8-3 
でい・まさご 美浜区真砂2-1-12 プラザ真砂ビル 
ディアフレンズ美浜 美浜区磯辺2-21-1 
ななくさ 美浜区稲毛海岸4-10-2 

障害児相
談支援 

コミュニティ相談支援事業所 中央区神明町211-1 2Ｆ 
指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所みらい工房 中央区生実町1821-1 
相談支援センターこすもす 中央区末広3-27-13ﾌｨｰﾙﾄﾞﾊｳｽ末広弐番館113号
オリーブ相談事業所 花見川区横戸町786-4 オリーブハウス内 
畑町ガーデン 花見川区畑町591-17 
でい・さくさべ 稲毛区作草部2-4-5 
ひだまり 稲毛区長沼町32 
地域生活支援センターふらる 稲毛区作草部2-4-6 
すかいぶるー 若葉区大宮町3419-1 
ディアフレンズ大宮 若葉区大宮町2838-1 
社会福祉法人九曜会たかね園 若葉区高根町710 
若葉泉の里 若葉区大宮町2112-8 
相談支援事業所 こんぱす 若葉区西都賀4-1-10 
中野学園 若葉区中野町1574-31 
鎌取相談支援センター 緑区辺田町605-2 
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種類 名称 住所 
指定相談支援事業所 くくる 緑区高田町1789-1 
千葉県千葉リハビリテーションセンター 緑区誉田町1-45-2 
相談支援センターしいのみ 緑区高田町1953-1 
でい・まさご 美浜区真砂2-1-12 プラザ真砂ビル内 
ディアフレンズ美浜 美浜区磯辺2-21-1 
千葉市療育ｾﾝﾀｰ相談支援事業所ぱれっと 美浜区高浜4-8-3 

 ■ 地域生活支援給付サービス事業所 
・屋外での移動が困難な方に、社会生活上必要不可欠な外出や社会参加のための外出時における移動中の介
護を行います（移動支援）。 

・居宅において入浴が困難な重度の身体障害がある方に、居宅に訪問入浴車を派遣して、入浴の機会を提供
します（訪問入浴サービス）。 

・日中、自宅において監護する方が不在のため、見守りが必要な方に、障害者支援施設等で一時的に預かり、
見守り等の支援を行います（日中一時支援）。 

・障害程度区分が認定されない方のうち、日常生活に関する支援を行わなければ、生活に支障をきたすおそ
れのある方に、調理、洗濯、掃除等の家事や生活等に関する相談・助言を行います（生活サポート）。 

種類 名称 住所 

移動支援 アースサポート千葉中央 中央区今井2-18-17 
アットホーム七夢 中央区生実町994-37 
アルマケアサービス 中央区寒川町1-232 

いちごケアサービス 中央区道場北2-18-34 
ヴェルデケアサービス 中央区今井1-20-7 
ＮＰＯ法人 みずほ社会福祉協会 中央区松波1-12-1-103 

おゆみヘルパーステーション 中央区生実町1661番地2 
介護サービス友乃家千葉中央事業所 中央区南町2丁目19番地7 ビル高菜2階 
ケアサービス七夢 中央区神明町3-31 大和田建設店舗1号室 

ジャパンケア千葉中央 中央区道場南1-5-7 グリーンパレス1ＦＡ 
新千葉地域支援事業所 中央区新千葉2-1-6第一石橋ビル203号 
セントケアちば 中央区蘇我2-5-3 

ダリアケアセンター 中央区都町979の1 
千葉在宅介護センター 中央区中央3-5-3 玄昌ビル3階 
千葉聴覚障害者センター 中央区神明町204-12 

トータルケアサポート ニッセイ 中央区祐光4-13-5 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ東千葉106 
特定非営利活動法人介護サービス 中央区院内2丁目15番13号 
ニチイケアセンターはまの 中央区村田町1226 

ひばり訪問介護ｽﾃｰｼｮﾝ千葉中央 中央区都町2-20-17 ガーデンテラス千葉中央 
ふれあいセンター 中央区赤井町10-3 
ヘルパー笑顔 中央区神明町211-1 2Ｆ-1 

訪問介護まごのて 中央区白旗2-19-4ミューズ鴻崎Ⅱ-2D 
ほーぷケアセンター 中央区生実町1572-1 
ほっとはぁと・蘇我ケアセンター 中央区今井1-16-6 

やさしい手青葉町巡回訪問介護事業所 中央区千葉寺町577-6 ｾﾝﾁｭﾘｰﾃﾗｽ青葉の森1階 
やさしい手千葉訪問介護事業所 中央区新田町4-22 サンライト202号室 
ヤックスヘルパーステーション蘇我 中央区白旗3-25-20 

りべるたす 中央区末広3-27-6 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾊｳｽ末広壱番館103号室
ロングライフ介護タクシー 中央区長洲2-6-11コーポ小川1-102 
ケイワ介護サービス 花見川区千種町166-90 

在宅介護センター こぶしの会 花見川区こてはし台1-23-3 
ジャパンケア千葉幕張 花見川区幕張町4-619-24 千協伸ビル2Ｆ 
千葉れんげサービス 花見川区花園町1574-18 

特定非営利活動法人たすけあいこんにちわ 花見川区花園1-6-7 
ドリーム花見川 花見川区千種町343 サンビレッジ花見川H-102
ニチイケアセンターさつきが丘 花見川区さつきが丘2丁目28の15 

ニチイケアセンターはなぞの 花見川区南花園1-44-9 高山ビル101号 
Hanaヘルパーステーション花見川 花見川区幕張本郷2丁目41-5 
ひまわり訪問介護事業所 花見川区千種町74-3 
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ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝなのはな幕張事業所 花見川区幕張町5-225 

ヘルプサービスいちご 花見川区作新台8の12の2の406 
まごころサービス千葉 花見川区幕張本郷1-23-15 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｩｰﾙ第2-107号
ままみ訪問介護サービス 花見川区朝日ヶ丘1丁目21-13 

ﾔｯｸｽﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ花見川 花見川区柏井1-4-1 ﾔｯｸｽﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ花見川内 
有限会社 メロディ介護サービス 花見川区花園2-8-15 
夢のケアステーション 花見川区畑町759番地 

Ｙ．Ｋ．Ｆ介護サービス 花見川区作新台1-22-1 サンコーポアライ102号
あいケアサービス 稲毛区小仲台6-18-1 稲毛パレス3階 
稲毛駅前訪問介護ステーション 稲毛区小仲台1-4-20 イオン稲毛店4階 

ウィッシュ 稲毛区宮野木町1722番地147 
ジャパンケア千葉小仲台 稲毛区小仲台3-8-10 コピーヌ・カタギシ101号
ステップワン介護サービス 稲毛区天台4-5-15 グリーンハイム101 

スマイル介護サービス 稲毛区宮野木町1652-148-101 
特定非営利活動法人ひだまり｢ﾒｰﾌﾟﾙﾘｰﾌ｣ 稲毛区長沼町32 
虹色介護ステーション 稲毛区宮野木町1070-2-101 

ニチイケアセンター西千葉 稲毛区緑町1丁目18番3号新日本ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ 102号
花いちりん千葉 稲毛区宮野木町1755-43 
ひばりサービス稲毛センター 稲毛区稲毛東3-16-13 二葉ビル3階Ｃ号室 

ヘルパーステーション おきらく 稲毛区天台5-8-1 
ﾔｯｸｽﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ作草部 稲毛区作草部1-10-2 ヤックス作草部店内 
有限会社ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝさくらんぼ 稲毛区山王町79-20 

愛ケアサービス 若葉区金親町500-4 
愛心サービス 若葉区大草町441-40 
アイホープ 若葉区みつわ台5-33-1-101 

介護やわらぎ 若葉区みつわ台3-10-2 市瀬マンション303 
ケアステーションコスモス 若葉区千城台東4-21-6 
さくら・介護ステーション和光 若葉区小倉台2の1026の8 

ジャパンケア千葉都賀 若葉区桜木北2-11-11 
シャローム若葉 若葉区若松町2170-8 
セントケア若葉 若葉区小倉台5-20-10 藤ビル2Ｗ 

千葉ハートケア訪問介護サービス 若葉区多部田町1122の1 
なのはな介護 若葉区殿台町80番地1 
ニチイケアセンター千城台 若葉区千城台北1-26-11 

ニチイケアセンター千葉わかば 若葉区都賀3の19の1 ﾊﾟｰﾌﾟﾙｳﾞｨﾚｯﾁﾞ 103号 
Ｈａｎａヘルパーステーション高品 若葉区高品町1587-3-102 
ひまわりとそら訪問介護ｽﾃｰｼｮﾝ 若葉区桜木北1丁目3番18号 

ホームヘルプ若葉泉の里 若葉区野呂町1791-3 
ほっとはぁと・若葉ケアセンター 若葉区都賀の台2-1-10 
訪問介護サービスひびき 若葉区桜木5-3-1モアクレスト千葉A棟108号 

ｴﾀｰﾅﾙｹｱおゆみ野ｽﾃｰｼｮﾝ 緑区おゆみ野中央6-48-4 
オクターヴヘルパーステーション 緑区あすみが丘8丁目10の1 
介護サービス友乃家 千葉南事業所 緑区誉田町2-27-10 

ケアステーション奏 緑区誉田町1-980-5 
ニチイケアセンター鎌取 緑区おゆみ野3丁目39の1 ｾﾝﾄｱﾍﾞﾆｭｰﾋﾞﾙ 1階 
Hanaヘルパーステーションおゆみ野 緑区おゆみ野1-21-6 

ぽかぽか介護おてんとさん 緑区あすみが丘1-23-8 緑川ビル2階 
ｐｏｃｏ ａ ｐｏｃｏ 緑区あすみが丘東3-10-17 
有限会社ﾄｰﾀﾙ介護ｻｰﾋﾞｽｱｲ千葉営業所 緑区あすみが丘2-41-11 

アースサポート千葉緑 緑区おゆみ野3丁目41番地7 
ｱｸｾｽﾃﾞｻﾞｲﾆﾝｸﾞ訪問介護事業所 美浜区真砂2-1-12 プラザ真砂702号 
あなたの手ケアサービス 美浜区高洲1-1-11 

ケアサービス・ステップアップ 美浜区高浜3-5-29-306 
ケアサービス花の輪 美浜区高洲1-1-11-Ａ6 
生活ｸﾗﾌﾞ風の村 介護ｽﾃｰｼｮﾝ稲毛 稲毛区園生町1107-7 

セントケア美浜 美浜区高洲3-5-6 ボナージュ稲毛海岸1Ｆ 
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ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝなのはな幕張事業所 花見川区幕張町5-225 

ヘルプサービスいちご 花見川区作新台8の12の2の406 
まごころサービス千葉 花見川区幕張本郷1-23-15 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｩｰﾙ第2-107号
ままみ訪問介護サービス 花見川区朝日ヶ丘1丁目21-13 

ﾔｯｸｽﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ花見川 花見川区柏井1-4-1 ﾔｯｸｽﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ花見川内 
有限会社 メロディ介護サービス 花見川区花園2-8-15 
夢のケアステーション 花見川区畑町759番地 

Ｙ．Ｋ．Ｆ介護サービス 花見川区作新台1-22-1 サンコーポアライ102号
あいケアサービス 稲毛区小仲台6-18-1 稲毛パレス3階 
稲毛駅前訪問介護ステーション 稲毛区小仲台1-4-20 イオン稲毛店4階 

ウィッシュ 稲毛区宮野木町1722番地147 
ジャパンケア千葉小仲台 稲毛区小仲台3-8-10 コピーヌ・カタギシ101号
ステップワン介護サービス 稲毛区天台4-5-15 グリーンハイム101 

スマイル介護サービス 稲毛区宮野木町1652-148-101 
特定非営利活動法人ひだまり｢ﾒｰﾌﾟﾙﾘｰﾌ｣ 稲毛区長沼町32 
虹色介護ステーション 稲毛区宮野木町1070-2-101 

ニチイケアセンター西千葉 稲毛区緑町1丁目18番3号新日本ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ 102号
花いちりん千葉 稲毛区宮野木町1755-43 
ひばりサービス稲毛センター 稲毛区稲毛東3-16-13 二葉ビル3階Ｃ号室 

ヘルパーステーション おきらく 稲毛区天台5-8-1 
ﾔｯｸｽﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ作草部 稲毛区作草部1-10-2 ヤックス作草部店内 
有限会社ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝさくらんぼ 稲毛区山王町79-20 

愛ケアサービス 若葉区金親町500-4 
愛心サービス 若葉区大草町441-40 
アイホープ 若葉区みつわ台5-33-1-101 

介護やわらぎ 若葉区みつわ台3-10-2 市瀬マンション303 
ケアステーションコスモス 若葉区千城台東4-21-6 
さくら・介護ステーション和光 若葉区小倉台2の1026の8 

ジャパンケア千葉都賀 若葉区桜木北2-11-11 
シャローム若葉 若葉区若松町2170-8 
セントケア若葉 若葉区小倉台5-20-10 藤ビル2Ｗ 

千葉ハートケア訪問介護サービス 若葉区多部田町1122の1 
なのはな介護 若葉区殿台町80番地1 
ニチイケアセンター千城台 若葉区千城台北1-26-11 

ニチイケアセンター千葉わかば 若葉区都賀3の19の1 ﾊﾟｰﾌﾟﾙｳﾞｨﾚｯﾁﾞ 103号 
Ｈａｎａヘルパーステーション高品 若葉区高品町1587-3-102 
ひまわりとそら訪問介護ｽﾃｰｼｮﾝ 若葉区桜木北1丁目3番18号 

ホームヘルプ若葉泉の里 若葉区野呂町1791-3 
ほっとはぁと・若葉ケアセンター 若葉区都賀の台2-1-10 
訪問介護サービスひびき 若葉区桜木5-3-1モアクレスト千葉A棟108号 

ｴﾀｰﾅﾙｹｱおゆみ野ｽﾃｰｼｮﾝ 緑区おゆみ野中央6-48-4 
オクターヴヘルパーステーション 緑区あすみが丘8丁目10の1 
介護サービス友乃家 千葉南事業所 緑区誉田町2-27-10 

ケアステーション奏 緑区誉田町1-980-5 
ニチイケアセンター鎌取 緑区おゆみ野3丁目39の1 ｾﾝﾄｱﾍﾞﾆｭｰﾋﾞﾙ 1階 
Hanaヘルパーステーションおゆみ野 緑区おゆみ野1-21-6 

ぽかぽか介護おてんとさん 緑区あすみが丘1-23-8 緑川ビル2階 
ｐｏｃｏ ａ ｐｏｃｏ 緑区あすみが丘東3-10-17 
有限会社ﾄｰﾀﾙ介護ｻｰﾋﾞｽｱｲ千葉営業所 緑区あすみが丘2-41-11 

アースサポート千葉緑 緑区おゆみ野3丁目41番地7 
ｱｸｾｽﾃﾞｻﾞｲﾆﾝｸﾞ訪問介護事業所 美浜区真砂2-1-12 プラザ真砂702号 
あなたの手ケアサービス 美浜区高洲1-1-11 

ケアサービス・ステップアップ 美浜区高浜3-5-29-306 
ケアサービス花の輪 美浜区高洲1-1-11-Ａ6 
生活ｸﾗﾌﾞ風の村 介護ｽﾃｰｼｮﾝ稲毛 稲毛区園生町1107-7 

セントケア美浜 美浜区高洲3-5-6 ボナージュ稲毛海岸1Ｆ 
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ディアフレンズ美浜 美浜区磯辺2-21-1 

ﾔｯｸｽﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ稲毛海岸 美浜区高洲1-16-20 
訪問入浴ｻｰ
ﾋﾞｽ 

アースサポート千葉中央 中央区今井2-18-17 
ヴェルデケアサービス 中央区今井1-20-7 

株式会社ﾍﾙｼｰｻｰﾋﾞｽ千葉営業所 中央区新田町13-8 大丸ビル1階 
セントケアちば 中央区蘇我2-5-3 
ツクイ千葉 中央区神明町20-2朝日ビル1階 

エルケア検見川訪問入浴センター 花見川区朝日ヶ丘5-27-28 
セントケア花見川 花見川区検見川町3-309-6 ｴﾚｶﾞﾝｽ検見川104 
ニチイケアセンターさつきが丘 花見川区さつきが丘2-28-15 

Ｈａｎａ訪問入浴花見川 花見川区幕張本郷2-41-5 
アースサポート千葉 稲毛区稲毛3-10-24 
ｱｻﾋｻﾝｸﾘｰﾝ在宅介護ｾﾝﾀｰ若葉 若葉区西都賀3-9-8 

エルケア若葉訪問入浴センター 若葉区貝塚町403-5 
ニチイケアセンター鎌取 緑区おゆみ野3-39-1 セントアベニュービル1階
Ｈａｎａ訪問入浴 緑区おゆみ野1-21-6 

ｱｻﾋｻﾝｸﾘｰﾝ在宅介護ｾﾝﾀｰ美浜 美浜区真砂1-3-7 
日中一時支
援 

青い空 中央区青葉町1255の2 
きらきら 中央区椿森2丁目16番15号千葉たばこ会館1階

大樹 中央区大森町404の12 
ハピネス浜野 中央区浜野町649-1 
みらい工房 中央区生実町1821番地1 

オリーブハウス 花見川区横戸町786-4 
啓生寮 花見川区畑町1701 
畑町ガーデン 日中一時支援事業所 花見川区畑町591-17 

あけぼの園 稲毛区長沼原町321-2 
地域生活支援センターふらる 稲毛区作草部2-4-6 
父の樹園 稲毛区長沼原町321-3 

でい・さくさべ 稲毛区作草部2-4-5 
桜木 若葉区桜木8丁目2番 
たかね園 若葉区高根町710 

千葉市大宮学園たけのこルーム 若葉区大宮町3816-1 
千葉市大宮学園ひまわりルーム 若葉区大宮町3816-1 
千葉市桜木園 若葉区桜木8-31-15 

中野学園 若葉区中野町1574-31 
はじめのいっぽ 若葉区小倉町1808-13 
まあるい広場 若葉区東寺山町663-8 

リトル青い空 若葉区大宮町3419-1 
愛育園 緑区誉田町1-45-2 
アガペの里 緑区高田町109-2 

エルピザの里 緑区高田町149-2 
ガーデンセブン 緑区大木戸町1423-5 
しいのみ園 日中一時支援事業所 緑区高田町1953-1 

障害者支援施設ｾﾙﾌﾟ･ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊｳｽ 緑区大木戸町1423-3 
びぃ～ぼ日中一時支援 緑区平山町2005-2 
千葉市療育センターいずみの家 美浜区高浜4-8-3 

千葉市療育センターすぎのこルーム 美浜区高浜4-8-3 
でい・まさご 美浜区真砂2-1-12 プラザ真砂ビル内 
日中一時支援事業所コスモス 美浜区稲毛海岸4-10-2 

生活ｻﾎﾟｰﾄ アースサポート千葉中央 中央区今井2-18-17 
アットホーム七夢 中央区生実町994-37 
アルマケアサービス 中央区寒川町1-232 

いちごケアサービス 中央区道場北2-18-34 
ヴェルデケアサービス 中央区今井1-20-7 
ＮＰＯ法人 みずほ社会福祉協会 中央区松波1-12-1-103 

おゆみヘルパーステーション 中央区生実町1661番地2 
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介護サービス友乃家千葉中央事業所 中央区南町2丁目19番地7 ビル高菜2階 

ケアサービス七夢 中央区神明町3-31 大和田建設店舗1号室 
新千葉地域支援事業所 中央区新千葉2-1-6第一石橋ビル203号 
セントケアちば 中央区蘇我2-5-3 

ダリアケアセンター 中央区都町979の1 
千葉在宅介護センター 中央区中央3-5-3 玄昌ビル3階 
千葉聴覚障害者センター 中央区神明町204-12 

特定非営利活動法人介護サービス 中央区院内2丁目15番13号 
ひばり訪問介護ｽﾃｰｼｮﾝ千葉中央 中央区都町2-20-17 ガーデンテラス千葉中央 
ヒューマンライフケア千葉院内の湯 中央区院内1-7-6 

ヘルパー笑顔 中央区神明町211-1 2Ｆ-1 
ほーぷケアセンター 中央区生実町1572-1 
ほっとはぁと・蘇我ケアセンター 中央区今井1-16-6 

ヤックスヘルパーステーション蘇我 中央区白旗3-25-20 
りべるたす 中央区末広3-27-6 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾊｳｽ末広壱番館103号室
ケイワ介護サービス 花見川区千種町166-90 

特定非営利活動法人たすけあいこんにちわ 花見川区花園1-6-7 
Hanaヘルパーステーション花見川 花見川区幕張本郷2丁目41-5 
ひまわり訪問介護事業所 花見川区千種町74-3 

まごころサービス千葉 花見川区幕張本郷1-23-15 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｩｰﾙ第2-107号
ままみ訪問介護サービス 花見川区朝日ヶ丘1丁目21-13 
ﾔｯｸｽﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ花見川 花見川区柏井1-4-1 ﾔｯｸｽﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ花見川内 

夢のケアステーション 花見川区畑町759番地 
Ｙ．Ｋ．Ｆ介護サービス 花見川区作新台1-22-1 サンコーポアライ102号
あいケアサービス 稲毛区小仲台6-18-1 稲毛パレス3階 

ウィッシュ 稲毛区宮野木町1722番地147 
スマイル介護サービス 稲毛区宮野木町1652-148-101 
虹色介護ステーション 稲毛区宮野木町1070-2-101 

ひばりサービス稲毛センター 稲毛区稲毛東3-16-13 二葉ビル3階Ｃ号室 
ヘルパーステーション おきらく 稲毛区天台5-8-1 
ﾔｯｸｽﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ作草部 稲毛区作草部1-10-2 ヤックス作草部店内 

愛心サービス 若葉区大草町441-40 
介護やわらぎ 若葉区みつわ台3-10-2 市瀬マンション303 
介護リボンヘルパーステーション 若葉区千城台南1-9-7 

ケアステーションコスモス 若葉区千城台東4-21-6 
シャローム若葉 若葉区若松町2170-8 
セントケア若葉 若葉区小倉台5-20-10 藤ビル2Ｗ 

千葉ハートケア訪問介護サービス 若葉区多部田町1122の1 
なのはな介護 若葉区殿台町80番地1 
Ｈａｎａヘルパーステーション高品 若葉区高品町1587-3-102 

ひまわりとそら訪問介護ｽﾃｰｼｮﾝ 若葉区桜木北1丁目3番18号 
ほっとはぁと・若葉ケアセンター 若葉区都賀の台2-1-10 
ｴﾀｰﾅﾙｹｱおゆみ野ｽﾃｰｼｮﾝ 緑区おゆみ野中央6-48-4 

介護サービス友乃家 千葉南事業所 緑区誉田町2-27-11 
ケアステーション奏 緑区誉田町1-980-5 
Hanaヘルパーステーションおゆみ野 緑区おゆみ野1-21-6 

ぽかぽか介護おてんとさん 緑区あすみが丘1-23-8 緑川ビル2階 
有限会社ﾄｰﾀﾙ介護ｻｰﾋﾞｽｱｲ千葉営業所 緑区あすみが丘2-41-11 
アースサポート千葉緑 緑区おゆみ野3丁目41番地8 

ｱｸｾｽﾃﾞｻﾞｲﾆﾝｸﾞ訪問介護事業所 美浜区真砂2-1-12 プラザ真砂702号 
あなたの手ケアサービス 美浜区高洲1-1-11 
ケアサービス・ステップアップ 美浜区高浜3-5-29-306 

セントケア美浜 美浜区高洲3-5-6 ボナージュ稲毛海岸1Ｆ 
ﾔｯｸｽﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ稲毛海岸 美浜区高洲1-16-20 
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介護サービス友乃家千葉中央事業所 中央区南町2丁目19番地7 ビル高菜2階 

ケアサービス七夢 中央区神明町3-31 大和田建設店舗1号室 
新千葉地域支援事業所 中央区新千葉2-1-6第一石橋ビル203号 
セントケアちば 中央区蘇我2-5-3 

ダリアケアセンター 中央区都町979の1 
千葉在宅介護センター 中央区中央3-5-3 玄昌ビル3階 
千葉聴覚障害者センター 中央区神明町204-12 

特定非営利活動法人介護サービス 中央区院内2丁目15番13号 
ひばり訪問介護ｽﾃｰｼｮﾝ千葉中央 中央区都町2-20-17 ガーデンテラス千葉中央 
ヒューマンライフケア千葉院内の湯 中央区院内1-7-6 

ヘルパー笑顔 中央区神明町211-1 2Ｆ-1 
ほーぷケアセンター 中央区生実町1572-1 
ほっとはぁと・蘇我ケアセンター 中央区今井1-16-6 

ヤックスヘルパーステーション蘇我 中央区白旗3-25-20 
りべるたす 中央区末広3-27-6 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾊｳｽ末広壱番館103号室
ケイワ介護サービス 花見川区千種町166-90 

特定非営利活動法人たすけあいこんにちわ 花見川区花園1-6-7 
Hanaヘルパーステーション花見川 花見川区幕張本郷2丁目41-5 
ひまわり訪問介護事業所 花見川区千種町74-3 

まごころサービス千葉 花見川区幕張本郷1-23-15 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｩｰﾙ第2-107号
ままみ訪問介護サービス 花見川区朝日ヶ丘1丁目21-13 
ﾔｯｸｽﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ花見川 花見川区柏井1-4-1 ﾔｯｸｽﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ花見川内 

夢のケアステーション 花見川区畑町759番地 
Ｙ．Ｋ．Ｆ介護サービス 花見川区作新台1-22-1 サンコーポアライ102号
あいケアサービス 稲毛区小仲台6-18-1 稲毛パレス3階 

ウィッシュ 稲毛区宮野木町1722番地147 
スマイル介護サービス 稲毛区宮野木町1652-148-101 
虹色介護ステーション 稲毛区宮野木町1070-2-101 

ひばりサービス稲毛センター 稲毛区稲毛東3-16-13 二葉ビル3階Ｃ号室 
ヘルパーステーション おきらく 稲毛区天台5-8-1 
ﾔｯｸｽﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ作草部 稲毛区作草部1-10-2 ヤックス作草部店内 

愛心サービス 若葉区大草町441-40 
介護やわらぎ 若葉区みつわ台3-10-2 市瀬マンション303 
介護リボンヘルパーステーション 若葉区千城台南1-9-7 

ケアステーションコスモス 若葉区千城台東4-21-6 
シャローム若葉 若葉区若松町2170-8 
セントケア若葉 若葉区小倉台5-20-10 藤ビル2Ｗ 

千葉ハートケア訪問介護サービス 若葉区多部田町1122の1 
なのはな介護 若葉区殿台町80番地1 
Ｈａｎａヘルパーステーション高品 若葉区高品町1587-3-102 

ひまわりとそら訪問介護ｽﾃｰｼｮﾝ 若葉区桜木北1丁目3番18号 
ほっとはぁと・若葉ケアセンター 若葉区都賀の台2-1-10 
ｴﾀｰﾅﾙｹｱおゆみ野ｽﾃｰｼｮﾝ 緑区おゆみ野中央6-48-4 

介護サービス友乃家 千葉南事業所 緑区誉田町2-27-11 
ケアステーション奏 緑区誉田町1-980-5 
Hanaヘルパーステーションおゆみ野 緑区おゆみ野1-21-6 

ぽかぽか介護おてんとさん 緑区あすみが丘1-23-8 緑川ビル2階 
有限会社ﾄｰﾀﾙ介護ｻｰﾋﾞｽｱｲ千葉営業所 緑区あすみが丘2-41-11 
アースサポート千葉緑 緑区おゆみ野3丁目41番地8 

ｱｸｾｽﾃﾞｻﾞｲﾆﾝｸﾞ訪問介護事業所 美浜区真砂2-1-12 プラザ真砂702号 
あなたの手ケアサービス 美浜区高洲1-1-11 
ケアサービス・ステップアップ 美浜区高浜3-5-29-306 

セントケア美浜 美浜区高洲3-5-6 ボナージュ稲毛海岸1Ｆ 
ﾔｯｸｽﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ稲毛海岸 美浜区高洲1-16-20 
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■ 地域活動支援センター 
障害者（または 15 歳以上の障害児）が通所により、創作的活動や生産活動、社会との交流の促進等を行

うほか、種類により、専門職員による社会基盤との連携強化や地域住民ボランティア育成、普及啓発､機能
訓練や社会適応訓練、入浴等のサービス等の事業を実施します。 

種類 名称 住所 定員
地域活動支援センターⅠ型 まるめろ 中央区東本町1-6 20 

支援センターはなみがわ 花見川区天戸町757-3 20 
地域生活支援センターふらる 稲毛区作草部2-4-6 20 
やさし～ど（中野学園) 緑区土気町1634 土気市民センター2階 20 

ディアフレンズ美浜 美浜区磯辺2-21-1 20 
若葉泉の里 若葉区大宮町2112-8 30 

地域活動支援センターⅡ型 ハートケアセンターちば 中央区登戸1-22-32 浜田ビル2階 25 

たけの子工房 緑区辺田町120-4 35 
地域活動支援センターⅢ型 けやきと仲間 中央区松波2-5-9 小幡ビル2階 20 

らいおん千葉 中央区長洲1-33-14 20 

フロンティア 中央区南町3-1-1 三幸第5ビル3階 30 
リベラ 中央区長洲2-21-1-205 22 
ゆーあい 中央区登戸1-22-32浜田ビル1階 15 

ベーカリーウィズ 花見川区柏井町815-5 12 
キッチン圓MARU 稲毛区轟町1-2-6 14 
トライアングル西千葉 稲毛区小仲台2-6-1京成稲毛ビル205 19 

地域の茶の間 美浜区真砂4-7-14 15 
コミュニティサロンそら 緑区土気町1727-4藤屋北辰興産ビル1階 15 

■ その他 
・在宅の身体または知的障害のある方が、通所により一般家庭の居室等を利用して集い、ふれあい、軽作業
を行います（心身障害者ワークホーム）。 

・在宅の精神障害のある方が、通所により身近な地域で軽作業等を通して、社会参加をするための支援を受
けます（精神障害者共同作業所）。 

・住居を必要とする知的障害のある方に、食事の世話などの日常生活に必要な援助を行います（知的障害者
生活ホーム）。 

・住居を必要とする精神障害のある方に、食事の世話などの日常生活に必要な援助を行います（精神障害者
生活ホーム）。 

・住居を必要としている方に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行いま
す（福祉ホーム）。 

種類 名称 住所 定員

心身障害者ワークホーム 海の実 中央区今井3-28-1中台ビル2Ｆ 10 
もなみ 花見川区畑町591-19 8 
つばさ 花見川区花園1-15-3 8 

デフ 稲毛区稲毛東4-9-4 10 
ほほえみいなげ 稲毛区小仲台6-5-12メイソン植草Ｃ-103 10 
協働舎 稲毛区小仲台6-6-1大和久店舗3号 8 

はばたき 稲毛区園生町138 10 
ふれんど 稲毛区六方町139-12 ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ101号 11 
ふれあい 稲毛区六方町139-12 ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ201号 11 

しあわせの家 若葉区小倉台5-6-6 12 
やまびこ 若葉区小倉台6-1159-26 12 
悠々 若葉区千城台西1-4-7 7 

あすみが丘 緑区あすみが丘6-34-4 9 
里山の仲間たち 緑区辺田町598-2 8 
笑顔 緑区誉田町2-21 8 

くるみ 美浜区磯辺1-9-19 15 
ゆき 美浜区高浜6-5-8 5 

精神障害者共同作業所 千潮会作業所 中央区本町3-4-1マクロード石橋103号 20 

弁天食房 中央区弁天1-3-6 23 
福祉ショップひびき 稲毛区稲毛東2-16-33 20 

知的障害者生活ホーム 国井ホーム 中央区仁戸名町408-65 4 
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種類 名称 住所 定員
りんごの家 花見川区幕張町5-442 4 

天戸ホーム 花見川区天戸町3-8 4 
ミモザ 花見川区さつきが丘2-35-13 4 
第2ミモザ 花見川区さつきが丘1-43-15 4 

働く仲間の家 若葉区都賀5-25-24 5 
ホープヒル 若葉区みつわ台2-46-12-103 4 
サンライズ千葉 若葉区都賀5-21-24 本橋ﾌﾗﾜｰﾏﾝｼｮﾝ 107 4 

あしたばホーム 緑区土気町1513 グリーンファームＡ-1 4 
第二あしたばホーム 緑区土気町1513 グリーンファームＡ-1 4 

精神障害者生活ホーム ひびき荘 稲毛区稲毛町5-91-1 4 

福祉ホーム ディアフレンズ美浜 美浜区磯辺 2-21-1 5 

■ 拠点的福祉避難所（障害者施設） 
緊急の入院加療等を必要としないものの、より専門性の高いサービスを必要とする者を収容するため、高

齢者施設、障害者施設などの施設を予め指定し、災害時に必要が生じた際に、指定した施設に対して開設を
要請するものです。拠点的福祉避難所に、直接、避難することはできません。 

名称 住所 
千葉市亥鼻福祉作業所 中央区亥鼻2丁目 
社会福祉法人 千葉アフターケア協会 「ハピネス浜野」 中央区浜野町 
社会福祉法人 愛誠会 「ワーク幕張」 花見川区幕張町4丁目 
社会福祉法人 栗の木 「ステップちば」 花見川区天戸町 
社会福祉法人 栗の木 「支援センターはなみがわ」 花見川区天戸町 
社会福祉法人 斉信会 「畑町ガーデン」 花見川区畑町 
千葉市立第二養護学校 稲毛区轟町3丁目 
社会福祉法人 つどい 「あやめ」 稲毛区長沼町 
社会福祉法人 父の樹会 「あけぼの園」 稲毛区長沼原町 
社会福祉法人 父の樹会 「父の樹園」 稲毛区長沼原町 
社会福祉法人 千葉市手をつなぐ育成会 「でい・さくさべ」 稲毛区作草部2丁目 
社会福祉法人 千葉市手をつなぐ育成会 「地域生活支援センターふらる」 稲毛区作草部2丁目 
千葉市大宮学園 若葉区大宮町 
千葉市桜木園 若葉区桜木8丁目 
千葉市立養護学校 若葉区大宮町 
社会福祉法人 宝寿会 「若葉泉の里」 若葉区野呂町 
社会福祉法人 ゆいまーる 「もくまお」 若葉区大宮町 
社会福祉法人 九曜会 「たかね園」 若葉区高根町 
社会福祉法人 あしたば 「中野学園」 若葉区中野町 
社会福祉法人 九十九会 「まあるい広場」 若葉区東寺山町 
千葉市鎌取福祉作業所 緑区鎌取町 
社会福祉法人 父の樹会 「ガーデンセブン」 緑区大木戸町 
社会福祉法人 うぐいす会 「こころの風 元気村」 緑区高田町 
社会福祉法人 晴山会 「鎌取晴山苑」 緑区鎌取町 
社会福祉法人 くちなし 「セルプ・ガーデンハウス」 緑区大木戸町 
社会福祉法人 心友会 「しいのみ園」 緑区高田町 
社会福祉法人 清輝会 「アガペの里」 緑区高田町 
社会福祉法人 清輝会 「エルピザの里」 緑区高田町 
千葉市療育センター 美浜区高浜4丁目 
千葉市立高等特別支援学校 美浜区真砂5丁目 
社会福祉法人 つどい 「コスモス」 美浜区稲毛海岸4丁目 
社会福祉法人 春陽会 「ディアフレンズ美浜」 美浜区磯辺2丁目 
社会福祉法人 千葉市手をつなぐ育成会 「でい・まさご」 美浜区真砂2丁目 
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種類 名称 住所 定員
りんごの家 花見川区幕張町5-442 4 

天戸ホーム 花見川区天戸町3-8 4 
ミモザ 花見川区さつきが丘2-35-13 4 
第2ミモザ 花見川区さつきが丘1-43-15 4 

働く仲間の家 若葉区都賀5-25-24 5 
ホープヒル 若葉区みつわ台2-46-12-103 4 
サンライズ千葉 若葉区都賀5-21-24 本橋ﾌﾗﾜｰﾏﾝｼｮﾝ 107 4 

あしたばホーム 緑区土気町1513 グリーンファームＡ-1 4 
第二あしたばホーム 緑区土気町1513 グリーンファームＡ-1 4 

精神障害者生活ホーム ひびき荘 稲毛区稲毛町5-91-1 4 

福祉ホーム ディアフレンズ美浜 美浜区磯辺 2-21-1 5 

■ 拠点的福祉避難所（障害者施設） 
緊急の入院加療等を必要としないものの、より専門性の高いサービスを必要とする者を収容するため、高

齢者施設、障害者施設などの施設を予め指定し、災害時に必要が生じた際に、指定した施設に対して開設を
要請するものです。拠点的福祉避難所に、直接、避難することはできません。 

名称 住所 
千葉市亥鼻福祉作業所 中央区亥鼻2丁目 
社会福祉法人 千葉アフターケア協会 「ハピネス浜野」 中央区浜野町 
社会福祉法人 愛誠会 「ワーク幕張」 花見川区幕張町4丁目 
社会福祉法人 栗の木 「ステップちば」 花見川区天戸町 
社会福祉法人 栗の木 「支援センターはなみがわ」 花見川区天戸町 
社会福祉法人 斉信会 「畑町ガーデン」 花見川区畑町 
千葉市立第二養護学校 稲毛区轟町3丁目 
社会福祉法人 つどい 「あやめ」 稲毛区長沼町 
社会福祉法人 父の樹会 「あけぼの園」 稲毛区長沼原町 
社会福祉法人 父の樹会 「父の樹園」 稲毛区長沼原町 
社会福祉法人 千葉市手をつなぐ育成会 「でい・さくさべ」 稲毛区作草部2丁目 
社会福祉法人 千葉市手をつなぐ育成会 「地域生活支援センターふらる」 稲毛区作草部2丁目 
千葉市大宮学園 若葉区大宮町 
千葉市桜木園 若葉区桜木8丁目 
千葉市立養護学校 若葉区大宮町 
社会福祉法人 宝寿会 「若葉泉の里」 若葉区野呂町 
社会福祉法人 ゆいまーる 「もくまお」 若葉区大宮町 
社会福祉法人 九曜会 「たかね園」 若葉区高根町 
社会福祉法人 あしたば 「中野学園」 若葉区中野町 
社会福祉法人 九十九会 「まあるい広場」 若葉区東寺山町 
千葉市鎌取福祉作業所 緑区鎌取町 
社会福祉法人 父の樹会 「ガーデンセブン」 緑区大木戸町 
社会福祉法人 うぐいす会 「こころの風 元気村」 緑区高田町 
社会福祉法人 晴山会 「鎌取晴山苑」 緑区鎌取町 
社会福祉法人 くちなし 「セルプ・ガーデンハウス」 緑区大木戸町 
社会福祉法人 心友会 「しいのみ園」 緑区高田町 
社会福祉法人 清輝会 「アガペの里」 緑区高田町 
社会福祉法人 清輝会 「エルピザの里」 緑区高田町 
千葉市療育センター 美浜区高浜4丁目 
千葉市立高等特別支援学校 美浜区真砂5丁目 
社会福祉法人 つどい 「コスモス」 美浜区稲毛海岸4丁目 
社会福祉法人 春陽会 「ディアフレンズ美浜」 美浜区磯辺2丁目 
社会福祉法人 千葉市手をつなぐ育成会 「でい・まさご」 美浜区真砂2丁目 
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【病院】（平成26年9月末現在） 

 
病院名 所在地 診療科目 

独立行政法人国立病院機構  
千葉医療センター 

中央区椿森4-1-2 

内、精、神内、小、外、整、脳、皮、泌、産婦、眼、
耳、放、麻、心、ﾘﾊ、形、呼外、糖尿病代謝内科、呼
吸器内科、消化器内科、循環器内科、乳腺外科、消化
器外科、頭頸部外科 

独立行政法人国立病院機構  
千葉東病院 

中央区仁戸名町673 
内、外、放、麻、整、呼、小、神内、呼外、リハ、
精、循、泌、眼、消、ア、皮、耳、形 

独立行政法人地域医療機能推進機
構 千葉病院 

中央区仁戸名町682 

内、外、耳、眼、整、泌、小、リウ、皮、産婦、
呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、腎臓内科、
内視鏡内科、人工透析内科、消化器外科、 
大腸・肛門外科、内視鏡外科、人工透析外科 

千葉大学医学部附属病院  中央区亥鼻1-8-1 
内、精、呼、小、外、整、脳、皮、泌、産婦、眼、
耳、放、麻、小外、呼外、神内、形、循、心、 
心療、ア、リハ、救急科、病理診断科 

千葉県がんセンター 中央区仁戸名町666-2

脳、皮、泌、婦、整、麻、消化器外科、消化器内科、乳
腺外科、呼外、呼吸器内科、頭頸部外科、腫瘍・血液内
科、緩和ケア内科、腫瘍精神科、放射線診断科、放射線
治療科、内視鏡内科、内、耳、形成外科、病理診断科

千葉市立青葉病院 中央区青葉町1273-2 

内、精、神内、小、外、整、皮、泌、産婦、眼、耳、
ﾘﾊ、放、麻、脳、呼吸器内科、消化器内科、循環器
内科、血液内科、感染症内科、病理診断科、救急科、
消化器外科、糖尿病・代謝内科、内分泌内科、ﾘｳ

一般社団法人巨樹の会  千葉みな
とリハビリテーション病院 

中央区中央港1-17-18 リハ 

医療法人社団あい 増田病院 中央区春日1-16-5 内、外、泌、皮、整、放、ｱ、麻、胃腸内科、肛門外科

医療法人 三橋病院 中央区亀井町2-3 
内、整、外、人工透析内科、人工透析外科、 
胃腸外科、胃腸内科、消化器外科、消化器内科 

医療法人社団普照会井上記念病院 中央区新田町1-16 内、外、整、眼、皮、泌、放、婦、リハ 
医療法人緑栄会 三愛記念病院 中央区新田町2-3 内、外、循、心 
医療法人ｸﾞﾘｰﾝｴﾐﾈﾝｽ 
中村古峡記念病院 

中央区千葉寺町188 精、整、リハ、心療、放、内 

医療法人社団福生会  
斎藤労災病院 

中央区道場南1-12-7 
内、外、整、リハ、泌、消化器内科、消化器外科、
呼吸器内科、肛門外科 

医療法人柏葉会 柏戸病院 中央区長洲2-21-8 
内、外、眼、神内、ﾘﾊ、糖尿病内科、整、呼吸器内科、消
化器内科、循環器内科、消化器外科、内視鏡外科 

医療法人 石郷岡病院 中央区浜野町915 精、神内 
医療法人学而会 木村病院 中央区東本町6-19 精 
医療法人社団誠馨会  
千葉メディカルセンター 

中央区南町1-11-12 
内、小、外、整、産婦、皮、眼、耳、脳、泌、神内、
麻、形、消化器内科、消化器外科、病理診断科 

医療法人緑栄会三愛記念そが病院 中央区宮崎2-11-15 内、整、消、循、外、リハ 
医療法人社団有相会 最成病院 花見川区柏井町800-1 内、消、循、外、整、婦、放、ﾘﾊ、麻、呼外、呼

医療法人社団 幸有会記念病院 花見川区犢橋町77-3 
外、整、内、皮、麻、泌、心療、精、ﾘｳ、婦、消化器内科、
消化器外科、内分泌外科、呼吸器内科、腎臓内科、人工透析
外科、糖尿病内科、老年精神科、乳腺外科、放射線診断科

医療法人社団晴山会 平山病院 花見川区花見川1494-3
内、外、眼、泌、胃、形、精、皮、神内、整、耳、
人工透析内科、人工透析外科、リハ 

社会医療法人社団千葉県勤労者医
療協会 千葉健生病院 

花見川区幕張町
5-392-4 

内、外、小、リハ、循、消、呼、麻 

独立行政法人放射線医学総合研究
所 重粒子医科学センター病院 

稲毛区穴川4-9-1 放 

公益財団法人額田医学生物学研究
所付属病院 

稲毛区稲毛町5-18 内、神内 

【診療科名等略語】内:内科 心療:心療内科 精:精神科 神:神経科※ 神内:神経内科 呼:呼吸器科※  
消:消化器科※ 胃:胃腸科※ 循:循環器科※ ｱ:ｱﾚﾙｷﾞｰ科 ﾘｳ:ﾘｳﾏﾁ科 小:小児科 外:外科 整:整形外科  
形:形成外科 美:美容外科 脳:脳神経外科 呼外:呼吸器外科 心:心臓血管外科 小外:小児外科  
皮泌:皮膚泌尿器科※ 皮:皮膚科 泌:泌尿器科 性:性病科※ 肛:肛門科※ 産婦:産婦人科 産:産科 婦:婦人科
眼:眼科 耳:耳鼻咽喉科 気:気管食道科※ ﾘﾊ:ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 放:放射線科 麻:麻酔科 
※平成 20 年 4 月以降、標榜できない診療科目についても、経過措置により従前の診療科目を掲載しています。
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病院名 所在地 診療科目 

医療法人社団翠明会 山王病院 稲毛区山王町166-2 

内、小、皮、眼、ﾘﾊ、心療、神内、ﾘｳ、外、整、
泌、産婦、耳、放、麻、形、脳、精、肛門外科、
腎臓内科、乳腺外科、消化器内科、呼吸器内科、
循環器内科、血液内科、糖尿病内科、血管外科 

医療法人社団ふけ会富家千葉病院 稲毛区長沼原町277-1 内、整、皮、リハ、人工透析外科 
社会医療法人社団健脳会 
千葉脳神経外科病院 

稲毛区長沼原町408 脳、リハ 

稲毛病院 稲毛区小仲台6-21-3 

外、整、内、小外、麻、泌、消化器内科、消化器
外科、循環器内科、内視鏡外科、糖尿病内科、腎
臓内科、人工透析内科、人工透析外科、肛門外科、
ﾘﾊ、精、老年精神科、呼吸器内科、神内 

千葉市桜木園 若葉区桜木8-31-15 内、小、整 

医療法人社団誠馨会  
千葉中央メディカルセンター   

若葉区加曽利町1835-1

内、外、整、形、ﾘﾊ、放、脳、皮、泌、ﾘｳ、眼、麻、神
内、心、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病
内科、腎臓内科、人工透析内科、救急科、病理診断科、
和漢診療科、人間ドッグ科 

医療法人社団誠馨会 総泉病院 若葉区更科町2592 内、外、整、リハ、精、神内 
医療法人社団千葉いずみ会泉中央病院 若葉区高根町964-42 内、外、整、リウ、消化器外科 
医療法人社団創進会  
みつわ台総合病院 

若葉区若松町531-486
内、呼、消、循、外、整、形、脳、皮、泌、肛、眼、放、
耳、麻、婦、ﾘﾊ、神内、心、病理診断科、美容皮膚科

医療法人社団青草会 篠﨑病院 若葉区若松町2120 精、神、心療 
独立行政法人国立病院機構  
下総精神医療センター 

緑区辺田町578 内、外、精、神、心療、リハ 

千葉県こども病院 緑区辺田町579-1 
小、精、整、形、脳、心、皮、泌、眼、小外、耳、
麻、ｱ、産、神内、循環器内科、ﾘﾊ、放射線治療科、
放射線診断科、救急科、新生児内科、病理診断科

千葉県千葉ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 緑区誉田町1-45-2 内、小、精、整、眼、泌、ﾘﾊ、神内、耳、麻、ﾘｳ、皮

医療法人社団鏡一会 鏡戸病院 緑区あすみが丘1-31-8 神内、内、リハ 
医療法人社団淳英会  
おゆみの中央病院 

緑区おゆみ野南6-49-9
整、内、ﾘﾊ、循環器内科、呼吸器内科、小、麻、
ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ内科、形 

医療法人社団紫雲会 千葉南病院 緑区高田町401-5 
内、外、ｱ、ﾘﾊ、ﾘｳ、神内、泌、皮、整、脳、呼吸
器内科、消化器内科、消化器外科、循環器内科、
乳腺外科、内視鏡外科、形 

医療法人社団錦昌会  
みどりのは 葉記念病院 

緑区古市場町902-4 内、外、整、放、リハ、形、麻、リウ、泌 

千葉県救急医療センター 美浜区磯辺3-32-1 脳、麻、外、内、整、形、心、精、ﾘﾊ、放、循環器内科

千葉県精神科医療センター 美浜区豊砂5 精 

千葉市立海浜病院 美浜区磯辺3-31-1 

内、神内、小、外、整、心、眼、耳、リハ、麻、
産、婦、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、
消化器外科、小児科、糖尿病・代謝内科、乳腺外
科、放射線治療科、放射線診断科、病理診断科 

医療法人社団誠馨会自動車事故対
策機構 千葉療護センター 

美浜区磯辺3-30-1 脳 

医療法人社団誠仁会 みはま病院 美浜区打瀬1-1-5 泌 
医療法人浄光会 千葉みなと病院 美浜区幸町1-12-6 内、外、肛、整、胃 
東京歯科大学千葉病院 美浜区真砂1-2-2 内、精 

【診療所】（平成26年9月末現在） 

 
診療所名 所在地 診療科目 

医療法人社団巖会 あさひ眼科医院 中央区旭町4-12 眼 
霜整形外科医院 中央区市場町2-11 整、リハ 
島野眼科医院 中央区今井2-9-1 眼 

水野胃腸科・内科医院 中央区今井2-2-10 
内、胃腸内科、消化器内科、
皮、美容皮膚 

【診療科名等略語】内:内科 心療:心療内科 精:精神科 神:神経科※ 神内:神経内科 呼:呼吸器科※  
消:消化器科※ 胃:胃腸科※ 循:循環器科※ ｱ:ｱﾚﾙｷﾞｰ科 ﾘｳ:ﾘｳﾏﾁ科 小:小児科 外:外科 整:整形外科  
形:形成外科 美:美容外科 脳:脳神経外科 呼外:呼吸器外科 心:心臓血管外科 小外:小児外科 皮泌:皮膚泌
尿器科※ 皮:皮膚科 泌:泌尿器科 性:性病科※ 肛:肛門科※ 産婦:産婦人科 産:産科 婦:婦人科 眼:眼科
耳:耳鼻咽喉科 気:気管食道科※ ﾘﾊ:ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 放:放射線科 麻:麻酔科 
※平成 20 年 4 月以降、標榜できない診療科目についても、経過措置により従前の診療科目を掲載しています。
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病院名 所在地 診療科目 

医療法人社団翠明会 山王病院 稲毛区山王町166-2 

内、小、皮、眼、ﾘﾊ、心療、神内、ﾘｳ、外、整、
泌、産婦、耳、放、麻、形、脳、精、肛門外科、
腎臓内科、乳腺外科、消化器内科、呼吸器内科、
循環器内科、血液内科、糖尿病内科、血管外科 

医療法人社団ふけ会富家千葉病院 稲毛区長沼原町277-1 内、整、皮、リハ、人工透析外科 
社会医療法人社団健脳会 
千葉脳神経外科病院 

稲毛区長沼原町408 脳、リハ 

稲毛病院 稲毛区小仲台6-21-3 

外、整、内、小外、麻、泌、消化器内科、消化器
外科、循環器内科、内視鏡外科、糖尿病内科、腎
臓内科、人工透析内科、人工透析外科、肛門外科、
ﾘﾊ、精、老年精神科、呼吸器内科、神内 

千葉市桜木園 若葉区桜木8-31-15 内、小、整 

医療法人社団誠馨会  
千葉中央メディカルセンター   

若葉区加曽利町1835-1

内、外、整、形、ﾘﾊ、放、脳、皮、泌、ﾘｳ、眼、麻、神
内、心、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病
内科、腎臓内科、人工透析内科、救急科、病理診断科、
和漢診療科、人間ドッグ科 

医療法人社団誠馨会 総泉病院 若葉区更科町2592 内、外、整、リハ、精、神内 
医療法人社団千葉いずみ会泉中央病院 若葉区高根町964-42 内、外、整、リウ、消化器外科 
医療法人社団創進会  
みつわ台総合病院 

若葉区若松町531-486
内、呼、消、循、外、整、形、脳、皮、泌、肛、眼、放、
耳、麻、婦、ﾘﾊ、神内、心、病理診断科、美容皮膚科

医療法人社団青草会 篠﨑病院 若葉区若松町2120 精、神、心療 
独立行政法人国立病院機構  
下総精神医療センター 

緑区辺田町578 内、外、精、神、心療、リハ 

千葉県こども病院 緑区辺田町579-1 
小、精、整、形、脳、心、皮、泌、眼、小外、耳、
麻、ｱ、産、神内、循環器内科、ﾘﾊ、放射線治療科、
放射線診断科、救急科、新生児内科、病理診断科

千葉県千葉ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 緑区誉田町1-45-2 内、小、精、整、眼、泌、ﾘﾊ、神内、耳、麻、ﾘｳ、皮

医療法人社団鏡一会 鏡戸病院 緑区あすみが丘1-31-8 神内、内、リハ 
医療法人社団淳英会  
おゆみの中央病院 

緑区おゆみ野南6-49-9
整、内、ﾘﾊ、循環器内科、呼吸器内科、小、麻、
ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ内科、形 

医療法人社団紫雲会 千葉南病院 緑区高田町401-5 
内、外、ｱ、ﾘﾊ、ﾘｳ、神内、泌、皮、整、脳、呼吸
器内科、消化器内科、消化器外科、循環器内科、
乳腺外科、内視鏡外科、形 

医療法人社団錦昌会  
みどりのは 葉記念病院 

緑区古市場町902-4 内、外、整、放、リハ、形、麻、リウ、泌 

千葉県救急医療センター 美浜区磯辺3-32-1 脳、麻、外、内、整、形、心、精、ﾘﾊ、放、循環器内科

千葉県精神科医療センター 美浜区豊砂5 精 

千葉市立海浜病院 美浜区磯辺3-31-1 

内、神内、小、外、整、心、眼、耳、リハ、麻、
産、婦、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、
消化器外科、小児科、糖尿病・代謝内科、乳腺外
科、放射線治療科、放射線診断科、病理診断科 

医療法人社団誠馨会自動車事故対
策機構 千葉療護センター 

美浜区磯辺3-30-1 脳 

医療法人社団誠仁会 みはま病院 美浜区打瀬1-1-5 泌 
医療法人浄光会 千葉みなと病院 美浜区幸町1-12-6 内、外、肛、整、胃 
東京歯科大学千葉病院 美浜区真砂1-2-2 内、精 

【診療所】（平成26年9月末現在） 

 
診療所名 所在地 診療科目 

医療法人社団巖会 あさひ眼科医院 中央区旭町4-12 眼 
霜整形外科医院 中央区市場町2-11 整、リハ 
島野眼科医院 中央区今井2-9-1 眼 

水野胃腸科・内科医院 中央区今井2-2-10 
内、胃腸内科、消化器内科、
皮、美容皮膚 

【診療科名等略語】内:内科 心療:心療内科 精:精神科 神:神経科※ 神内:神経内科 呼:呼吸器科※  
消:消化器科※ 胃:胃腸科※ 循:循環器科※ ｱ:ｱﾚﾙｷﾞｰ科 ﾘｳ:ﾘｳﾏﾁ科 小:小児科 外:外科 整:整形外科  
形:形成外科 美:美容外科 脳:脳神経外科 呼外:呼吸器外科 心:心臓血管外科 小外:小児外科 皮泌:皮膚泌
尿器科※ 皮:皮膚科 泌:泌尿器科 性:性病科※ 肛:肛門科※ 産婦:産婦人科 産:産科 婦:婦人科 眼:眼科
耳:耳鼻咽喉科 気:気管食道科※ ﾘﾊ:ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 放:放射線科 麻:麻酔科 
※平成 20 年 4 月以降、標榜できない診療科目についても、経過措置により従前の診療科目を掲載しています。
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診療所名 所在地 診療科目 
医療法人社団のわび会 そがこどもｸﾘﾆｯｸ 中央区今井2-11-17 小 
西川泌尿器科クリニック 中央区今井2-18-12 泌 
社会医療法人社団同仁会 そが西口ｸﾘﾆｯｸ 中央区今井2-4-7 精、神、心療 
医療法人社団福寿会 鷲見医院 中央区今井2-7-9 内、循環器内科 
木村整形外科 中央区今井3-16-6 整、リウ、リハ 
医療法人社団松石会 松石内科医院 中央区今井3-16-16 内、小 
一般社団法人千葉衛生福祉協会千葉診療所 中央区院内1-8-12 内、消、循、呼、放 
医療法人社団 和田医院 中央区院内2-15-7 外、肛、胃、皮、泌 
医療法人社団桐和会 桐原クリニック 中央区大森町502 外、内、胃 
久保小児科内科 中央区生実町1789-1 小、内、ア 
（社福）淑徳福祉会 淑徳おゆみ診療所 中央区生実町2407-1 泌、内 
医療法人社団生実会 ホタカ整形外科 中央区生実町2532番地7 外、整、リハ 
中井医院 中央区生実町1140-2 内、小 
医療法人社団ゆう ゆうクリニック 中央区春日1-21-4 ｾﾝﾄﾗﾙｺｰﾄ春日1階 内、麻 
医療法人社団喜美会自由が丘ｸﾘﾆｯｸｿﾌｨｱ 中央区春日2-21-8 喜一ﾋﾞﾙ2･3･4･5F 形、美、皮 
西千葉眼科医院 中央区春日2-23-5和幸ﾋﾞﾙ 2階 眼 
西千葉クリニック 中央区春日2-7-5 ｻﾝﾗｲｽﾞ春日102 内 
医療法人社団春日会 椎名内科 中央区春日2-13-3 内、循環器内科 
医療法人社団西千葉皮膚科クリニック 中央区春日2-19-11 櫻井ﾋﾞﾙ 2階 皮 
千葉訪問皮膚科 中央区春日2-21-11 ｺﾝﾄﾞ千葉ｳｴｽﾄ 502 皮 

医療法人社団有馬会 有馬外科胃腸科 中央区春日2-15-19 
外、胃、麻、整、皮、内、
消、ﾘﾊ 

山﨑整形外科医院 中央区葛城2-11-2 整、リハ 
山崎皮膚科医院 中央区亀井町4-12 皮 
亘内科医院 中央区亀井町12-15 内、循 
医療法人社団英正会 けやき眼科ｸﾘﾆｯｸ 中央区川崎町52-7 ｱﾘｵ蘇我2階 眼 
医療法人志方記念会 三木クリニック 中央区栄町24番12号 内、胃、循、眼 
京葉臨海診療所 中央区寒川3-76古川ビル3階 内、外、耳 
西千葉麻酔科クリニック 中央区汐見丘町16-15 ペインクリニック内科、麻
医療法人社団直心会轟健康クリニック 中央区汐見丘町23-1 内、小 
医療法人社団青光会 今井町診療所 中央区白旗2-4-10 内、小 
医療法人社団柏陽会柏木産婦人科内科医院 中央区白旗2-7-2 産婦、内、小 
菫ホームクリニック 中央区新宿2-16-20 ｶｻｶﾞﾜ 5 ﾋﾞﾙ 内 
小松崎耳鼻咽喉科 中央区新宿2-3-18 ﾊﾟﾙﾌｪﾎﾟｰﾃ 2F 耳、気、神内 
新宿外科医院 中央区新宿2-16-13 外、麻、整、皮、リハ 
医療法人社団至心会田那村内科小児科医院 中央区新宿2-5-21 内、小 
千葉メンズクリニック 中央区新宿2-2-2第3ﾌﾟﾚｼｰﾄﾞﾋﾞﾙ807 内 
湘南美容外科クリニック千葉院 中央区新千葉1-4-2 ｳｪｽﾄﾘｵ 26階 美、美容皮膚 
古山耳鼻咽喉科医院 中央区新千葉3-2-1新千葉ﾌﾟﾗｻﾞ B102 耳 
新千葉医院 中央区新千葉3-2-1新千葉ﾌﾟﾗｻﾞﾏﾝｼｮﾝ 2F 内、小 
千葉中央皮膚科 中央区新田町2-15 ｱﾄﾘｴ 24,101号室 皮、ア 
医療法人社団春光会 相川泌尿器科医院 中央区新田町33-１ﾍﾞﾙﾌｱｰｽﾄ 3F 泌、性 
くすの木クリニック 中央区新田町1-10千葉ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞ 5階 心療、精 
医療法人社団緑萌会 高橋ｳｲﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ 中央区新田町23-15K-16 ﾋﾞﾙ 1階･2階 婦、泌、性 
千葉スキンケアクリニック 中央区新町4-6 石出ﾋﾞﾙ 2階 皮、美 
品川美容外科千葉院 中央区新町1000 ｾﾝｼﾃｨﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 6階 美、美容皮膚 
ちば美容･形成外科クリニック 中央区新町3番地3辰巳ﾋﾞﾙ 3･4F 形、美 
医療法人財団明理会 千葉ﾛｲﾔﾙｸﾘﾆｯｸ 中央区新町1000 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ 8F 内、婦 
医療法人  椎名内科医院 中央区新町18-14 内、胃、循 
しまだ医院 中央区新町1-20 江澤ﾋﾞﾙ 7F 内、皮、眼、ア 
医療法人社団惇友会 荒井眼科 中央区新町1000 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜ-4階 眼 
医療法人社団琴誠会いそのﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 中央区新町17-3 ﾊﾏﾀﾞﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ 3階 内、消化器内科 
千葉駅前心療内科 中央区新町1-17JPR千葉ﾋﾞﾙ 4F 精、心療 
和光皮膚科 中央区新町17-3 ﾊﾏﾀﾞﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ 2F 皮 
品川スキンクリニック千葉院 中央区新町1000 ｾﾝｼﾃｨﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 6階 美容皮膚、美容外科 
千葉そごう眼科診療所 中央区新町1000そごう千葉店6階 眼 
和康会産婦人科健康診断クリニック 中央区末広2-9-10 産婦、内 
医療法人社団澤泉会 矢澤内科医院 中央区末広2-4-15 内 
医療法人社団貴祥会耳鼻咽喉科なかのｸﾘﾆｯｸ 中央区末広2-12-14 耳、ア、気管食道内科 
末広ロイヤルクリニック 中央区末広3-27-6ﾌｨｰﾙﾄﾞﾊｳｽ末広壱番館1階101 内、循環器内科 
青柳内科クリニック 中央区千葉寺町1195-5青葉ﾊﾟ-ｸﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ 203 内、循、消、呼 
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診療所名 所在地 診療科目 
医療法人社団 中村内科クリニック 中央区千葉寺町309-2 内、小 

医療法人社団千心会 市川クリニック 
中央区千葉寺町1194-3 
千葉寺ﾋﾞﾙ 2階202号室 

内、消化器内科、 
内視鏡内科、外 

医療法人社団 千葉寺駅前整形外科 中央区千葉寺町1194-3千葉寺ﾋﾞﾙ1階102号室 整、リハ 
若杉こどもクリニック 中央区千葉寺町1194-3千葉寺ﾋﾞﾙ2階201号室 小 
千葉寺駅前眼科 中央区千葉寺町1195-5青葉ﾊﾟ-ｸﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ 201 眼 
千葉パークサイド眼科 中央区中央2-2-2千葉ﾊﾟﾙｺ 8階 眼 

報徳千葉診療所 中央区本町1-1-13 
内、内分泌内科、 
糖尿病内科、消化器内科 

千葉コンタクト診療所 中央区中央2-2-7 眼 
いそむら内科 中央区中央3-18-6 なかはらﾋﾞﾙ 4F 内、消、循、呼 
セントラル眼科 中央区中央3-18-6 なかはらﾋﾞﾙ 6階 眼 
北條内科クリニック 中央区中央3-12-3 仁静堂ﾋﾞﾙ 3F 内 
医療法人社団良弘会 長谷川胃腸科ｸﾘﾆｯｸ 中央区中央3-15-13 胃、内、外、肛 
千葉ノーストクリニック 中央区中央3-2-2 八田ﾋﾞﾙ 4F 泌、形 
医療法人社団峰明会 青木内科医院 中央区中央3-4-1 内 

平山整形外科外科医院 中央区中央3-12-3 
整、外、皮膚泌尿器科、性、
放、肛、リハ、リウ 

医療法人社団鎮誠会 千葉きぼーるｸﾘﾆｯｸ 中央区中央4-5-1 
整、内、リハ、リウ、放、
形、美、皮、呼、外、婦 

武本眼科医院 中央区中央4-7-16 眼 
千葉シーサイドクリニック 中央区中央港1-15-8 1階 内 
みなとこどもクリニック 中央区中央港1-22-7 1F-101 小 
医療法人社団椿森会 椿森クリニック 中央区椿森2-7-13 整、精、心療、内 
医療法人社団宗仙会  山口耳鼻咽喉科 中央区椿森2丁目18番11号 耳 
医療法人社団修生会さくさべ坂通り診療所 中央区椿森6-8-11 緩和ケア内科 
一般財団法人柏戸記念財団ﾎﾟｰﾄｽｸｴｱ柏戸ｸﾘﾆｯｸ 中央区問屋町1-35千葉ﾎﾟｰﾄｻｲﾄﾞﾀﾜｰ27階 内、呼、消、循 

医療法人社団純衛会 越川内科医院 中央区長洲1-29-3-1 
内、リウ、ア、糖尿病内科、
代謝内科、呼吸器内科 

医療法人社団清弘会 神田内科医院 中央区長洲1-10-1 内、循 
医療法人社団翔葉会 今井医院 中央区長洲1-20-3 皮、泌 
本千葉メンタルクリニック 中央区長洲1-1-10 KCS ﾋﾞﾙ 精、心療 
るみえ内科小児科 中央区長洲1-1-10 KCS ﾋﾞﾙ 1F 内、循、胃、呼、小、ｱ、ﾘﾊ、放

ＨＳクリニック 中央区長洲1-19-8 ﾏｴﾀﾞ BLD1階 内、皮、形、美 
一般財団法人柏戸記念財団長洲柏戸ｸﾘﾆｯｸ 中央区長洲2-20-27 内 
日本東洋道医院 中央区長洲2-16-11 内 
中野耳鼻咽喉科医院 中央区仁戸名町555 耳 
わたなべ整形外科 中央区仁戸名町94-4 整、リハ、リウ 
医療法人社団伸幸会  登戸クリニック 中央区登戸1-26-15伸光第1 ﾋﾞﾙ１F 皮、婦 
高木整形外科 中央区登戸1-22-31 ﾘﾌﾞﾚｽ登戸1F 整 
上田医院 中央区登戸1-13-18 内、腎臓内科 
クリニックあしたば 中央区登戸4-10-4 内、外、整 
浜野長嶋内科 中央区浜野町906 内、小、糖尿病代謝内科 
鍋嶋眼科医院 中央区東千葉1-5-8 眼 
ゆりの木クリニック 中央区東千葉1-13-9 内、消化器内科、小、外、ﾘﾊ

医療法人社団望葉会  日下医院 中央区東千葉1-1-1 精、神内、放 
榎本医院 中央区東千葉1-5-5 内、小、胃 
東千葉クリニック 中央区東千葉2-7-7 ﾅｲｽｱｰﾊﾞﾝ千葉103号 消、外、内、肛 
千葉上野クリニック 中央区富士見1-2-11勝山ﾋﾞﾙ 6F 形、泌、性 
千葉セントラル神経科クリニック 中央区富士見1-15-2 ｸﾗﾏﾝﾋﾞﾙ 精、神、心療 
後藤アイクリニック 中央区富士見2-3-1塚本大千葉ﾋﾞﾙ 8階 眼 
ひまわりアイクリニック千葉 中央区富士見2-7-20桜井ｱｰﾑｽﾞ 4F 眼 
医療法人社団爽風会 心の風ｸﾘﾆｯｸ千葉 中央区富士見2-5-15塚本千葉第三ﾋﾞﾙ 9F 精、心療 
すみれ眼科 中央区富士見2-25-1 A-7 眼 
赤坂皮フ科クリニック 中央区富士見2-3-1塚本大千葉ﾋﾞﾙ 8F 皮、泌 
田那村整形外科 中央区富士見2-16-1渡辺ﾋﾞﾙ 4・5階 整、リハ、リウ 
さくら眼科 中央区富士見2-2-1 ﾆｭｰ千葉ﾋﾞﾙ 2号館4階 眼 
医療法人社団春鈴会 寺田クリニック 中央区富士見2-3-1塚本大千葉ﾋﾞﾙ6階 胃、外、内、肛、麻 
ヒロ耳鼻科クリニック 中央区富士見町2-23-8山野井ﾋﾞﾙ 3F 耳、ア 
千葉中央ひかりクリニック 中央区富士見2-19-7千葉富士見LKﾋﾞﾙ6階 内、消化器内科、神内、泌、皮、外

千葉眼科 中央区弁天1-2-3ＫＭﾋﾞﾙ 3F 眼 
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診療所名 所在地 診療科目 
医療法人社団 中村内科クリニック 中央区千葉寺町309-2 内、小 

医療法人社団千心会 市川クリニック 
中央区千葉寺町1194-3 
千葉寺ﾋﾞﾙ 2階202号室 

内、消化器内科、 
内視鏡内科、外 

医療法人社団 千葉寺駅前整形外科 中央区千葉寺町1194-3千葉寺ﾋﾞﾙ1階102号室 整、リハ 
若杉こどもクリニック 中央区千葉寺町1194-3千葉寺ﾋﾞﾙ2階201号室 小 
千葉寺駅前眼科 中央区千葉寺町1195-5青葉ﾊﾟ-ｸﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ 201 眼 
千葉パークサイド眼科 中央区中央2-2-2千葉ﾊﾟﾙｺ 8階 眼 

報徳千葉診療所 中央区本町1-1-13 
内、内分泌内科、 
糖尿病内科、消化器内科 

千葉コンタクト診療所 中央区中央2-2-7 眼 
いそむら内科 中央区中央3-18-6 なかはらﾋﾞﾙ 4F 内、消、循、呼 
セントラル眼科 中央区中央3-18-6 なかはらﾋﾞﾙ 6階 眼 
北條内科クリニック 中央区中央3-12-3 仁静堂ﾋﾞﾙ 3F 内 
医療法人社団良弘会 長谷川胃腸科ｸﾘﾆｯｸ 中央区中央3-15-13 胃、内、外、肛 
千葉ノーストクリニック 中央区中央3-2-2 八田ﾋﾞﾙ 4F 泌、形 
医療法人社団峰明会 青木内科医院 中央区中央3-4-1 内 

平山整形外科外科医院 中央区中央3-12-3 
整、外、皮膚泌尿器科、性、
放、肛、リハ、リウ 

医療法人社団鎮誠会 千葉きぼーるｸﾘﾆｯｸ 中央区中央4-5-1 
整、内、リハ、リウ、放、
形、美、皮、呼、外、婦 

武本眼科医院 中央区中央4-7-16 眼 
千葉シーサイドクリニック 中央区中央港1-15-8 1階 内 
みなとこどもクリニック 中央区中央港1-22-7 1F-101 小 
医療法人社団椿森会 椿森クリニック 中央区椿森2-7-13 整、精、心療、内 
医療法人社団宗仙会  山口耳鼻咽喉科 中央区椿森2丁目18番11号 耳 
医療法人社団修生会さくさべ坂通り診療所 中央区椿森6-8-11 緩和ケア内科 
一般財団法人柏戸記念財団ﾎﾟｰﾄｽｸｴｱ柏戸ｸﾘﾆｯｸ 中央区問屋町1-35千葉ﾎﾟｰﾄｻｲﾄﾞﾀﾜｰ27階 内、呼、消、循 

医療法人社団純衛会 越川内科医院 中央区長洲1-29-3-1 
内、リウ、ア、糖尿病内科、
代謝内科、呼吸器内科 

医療法人社団清弘会 神田内科医院 中央区長洲1-10-1 内、循 
医療法人社団翔葉会 今井医院 中央区長洲1-20-3 皮、泌 
本千葉メンタルクリニック 中央区長洲1-1-10 KCS ﾋﾞﾙ 精、心療 
るみえ内科小児科 中央区長洲1-1-10 KCS ﾋﾞﾙ 1F 内、循、胃、呼、小、ｱ、ﾘﾊ、放

ＨＳクリニック 中央区長洲1-19-8 ﾏｴﾀﾞ BLD1階 内、皮、形、美 
一般財団法人柏戸記念財団長洲柏戸ｸﾘﾆｯｸ 中央区長洲2-20-27 内 
日本東洋道医院 中央区長洲2-16-11 内 
中野耳鼻咽喉科医院 中央区仁戸名町555 耳 
わたなべ整形外科 中央区仁戸名町94-4 整、リハ、リウ 
医療法人社団伸幸会  登戸クリニック 中央区登戸1-26-15伸光第1 ﾋﾞﾙ１F 皮、婦 
高木整形外科 中央区登戸1-22-31 ﾘﾌﾞﾚｽ登戸1F 整 
上田医院 中央区登戸1-13-18 内、腎臓内科 
クリニックあしたば 中央区登戸4-10-4 内、外、整 
浜野長嶋内科 中央区浜野町906 内、小、糖尿病代謝内科 
鍋嶋眼科医院 中央区東千葉1-5-8 眼 
ゆりの木クリニック 中央区東千葉1-13-9 内、消化器内科、小、外、ﾘﾊ

医療法人社団望葉会  日下医院 中央区東千葉1-1-1 精、神内、放 
榎本医院 中央区東千葉1-5-5 内、小、胃 
東千葉クリニック 中央区東千葉2-7-7 ﾅｲｽｱｰﾊﾞﾝ千葉103号 消、外、内、肛 
千葉上野クリニック 中央区富士見1-2-11勝山ﾋﾞﾙ 6F 形、泌、性 
千葉セントラル神経科クリニック 中央区富士見1-15-2 ｸﾗﾏﾝﾋﾞﾙ 精、神、心療 
後藤アイクリニック 中央区富士見2-3-1塚本大千葉ﾋﾞﾙ 8階 眼 
ひまわりアイクリニック千葉 中央区富士見2-7-20桜井ｱｰﾑｽﾞ 4F 眼 
医療法人社団爽風会 心の風ｸﾘﾆｯｸ千葉 中央区富士見2-5-15塚本千葉第三ﾋﾞﾙ 9F 精、心療 
すみれ眼科 中央区富士見2-25-1 A-7 眼 
赤坂皮フ科クリニック 中央区富士見2-3-1塚本大千葉ﾋﾞﾙ 8F 皮、泌 
田那村整形外科 中央区富士見2-16-1渡辺ﾋﾞﾙ 4・5階 整、リハ、リウ 
さくら眼科 中央区富士見2-2-1 ﾆｭｰ千葉ﾋﾞﾙ 2号館4階 眼 
医療法人社団春鈴会 寺田クリニック 中央区富士見2-3-1塚本大千葉ﾋﾞﾙ6階 胃、外、内、肛、麻 
ヒロ耳鼻科クリニック 中央区富士見町2-23-8山野井ﾋﾞﾙ 3F 耳、ア 
千葉中央ひかりクリニック 中央区富士見2-19-7千葉富士見LKﾋﾞﾙ6階 内、消化器内科、神内、泌、皮、外

千葉眼科 中央区弁天1-2-3ＫＭﾋﾞﾙ 3F 眼 
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診療所名 所在地 診療科目 
大野皮フ科クリニック 中央区弁天1-2-3 KM ﾋﾞﾙ 1F 皮、ア 
医療法人学而会 弁天メンタルクリニック 中央区弁天1-3-6 精、児童精神科 
医療法人社団双寿 ちぐさ会クリニック 中央区弁天1-21-3石橋弁天ﾋﾞﾙ 1階 内 
山口内科外科クリニック 中央区弁天1-2-3 KM ﾋﾞﾙ 2F 内、呼、循、呼外、外、ﾘﾊ
サンライズ美容外科 中央区弁天1-15-8 ｻﾝﾗｲｽﾞﾋﾞﾙ 6F 美、形、皮 
医療法人社団豊流会 ツチダクリニック 中央区弁天1-17-10 整、ﾘｳ、ﾘﾊ、内、放、心療、ｱ

医療法人社団恵昭会 千葉駅前クリニック 中央区弁天2-1-4 内 
医療法人社団晃知会  小浜内科･外科ｸﾘﾆｯｸ 中央区弁天2-21-10 内、胃、外、皮、リハ、肛
医療法人同和会 神経内科千葉 中央区弁天1-2-12弁天町沼澤ﾋﾞﾙ 3階 神内、精 
医療法人社団  米満内科医院 中央区星久喜町606-25 内 

千葉クリニック 
中央区本千葉町10-23 
千葉県食糧ﾋﾞﾙ 1階8号室 

内、皮、外、性、ア、胃、
婦 

千葉中央こころのクリニック 中央区本千葉町1-1 ﾒﾃﾞｨｶﾙｽｸｴｱ 3階 精、児童精神科、心療 
京葉クリニック 中央区本千葉町1-11千葉中央ﾋﾞﾙ 8F 性、内、形 
もり内科クリニック 中央区本千葉町7-8 漢方内科、小、ア 
本千葉眼科クリニック 中央区本千葉町2-9勉強堂ﾋﾞﾙ 2階 眼 
医療法人社団千葉中央クリニック 中央区本千葉町1-1日土地千葉中央ﾋﾞﾙ3階 内、消化器内科 
ちば宇津木皮膚科 中央区本町3-1-1 皮 
有益小児科医院 中央区松ケ丘町259 小 
浜田小児科医院 中央区松ケ丘町73 小 
こいで内科消化器科クリニック 中央区松ヶ丘町73-3 内、消、胃、ア 
岡田医院 中央区松ヶ丘町444 内、小 
林内科医院 中央区松波1-17-5 内 
医療法人社団博洋会 大濱医院 中央区松波1-4-15 小、内 
小野寺産婦人科 中央区松波2-12-10 産婦 
医療法人社団細川会えりやま内科皮膚科医院 中央区松波3丁目19番8号 内、皮 
山田整形外科医院 中央区松波3-7-8 整、リハ 
医療法人社団ﾍﾙｽｱﾝﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ 鍋島整形外科 中央区松波4-23-2 整、リハ 
本千葉小児科 中央区港町17-2 小、内分泌内科 
そが内科小児科クリニック 中央区南町2-16-5海氣舘蘇我駅前ﾋﾞﾙ2階 内、小、循環器内科、外 
医療法人社団青稜会 そが皮膚科 中央区南町2-16-3海気館蘇我駅前ﾋﾞﾙ1階 皮 
医療法人社団桃李会 なかしまクリニック 中央区南町2-15-19 MTK ﾋﾞﾙ 2階 内、循環器内科、小、精、心療

そがメンタルクリニック 中央区南町2-15-15 KS･HOYO ﾋﾞﾙ 2階 心療、精 
医療法人社団徳成会 野井産婦人科医院 中央区南町2-14-14 産婦、内、小、皮 
医療法人社団豊賀會 吉井耳鼻咽喉科医院 中央区南町3-13-8 耳、気、ア 

医療法人社団飛鵬会 わかばクリニック 中央区都町1-1 
内、消化器内科、外、肛門
外科、ﾘﾊ 

にへい脳外科 中央区都町1248-1 脳、内、外 
医療法人社団彤柱会みやこ整形外科ｸﾘﾆｯｸ 中央区都町1038-1 整、リハ、リウ 
医療法人社団一陽会  高部内科医院 中央区都町1-49-6 内、小 
医療法人社団仁威会 実川外科医院 中央区都町2-29-6 外、整、胃、内、循、呼 
ジツカワ眼科 中央区都町2-29-7 眼 
医療法人社団武光会 つばきこどもｸﾘﾆｯｸ 中央区都町2-16-6千葉都町宇佐美ﾋﾞﾙ 2F 小 

医療法人社団煌和会 國分クリニック 中央区宮崎町235-8 
内、消、肛、外、整、小外、
麻、ﾘﾊ 

医療法人敬裕会 白旗整形外科内科 中央区宮崎町524-9 整、内、リハ 
医療法人社団とのおか眼科 中央区宮崎2-7-1 ｸﾞﾘｰﾝﾘｰﾌ宮崎1F 眼 
医療法人社団日健会 巡回診療千葉連絡所 中央区矢作町384-10 内 
大賀医院 中央区祐光1-12-5 内、小 
医療法人社団 関産婦人科 中央区祐光4-1-11 産婦 
医療法人社団恵佑会 元山医院 花見川区朝日ケ丘1-10-15 内、循、小、ﾘﾊ、外、消、整
医療法人社団 あおやぎ眼科 花見川区朝日ケ丘5-35-30 眼 
医療法人社団誠徳会 藤森小児科 花見川区天戸町1499-4 小 
医療法人社団彩心会花見川ひかり整形外科 花見川区天戸町1334-4 整、リハ、リウ 
ひろ内科クリニック 花見川区天戸町1467-7 内、消化器内科 
竹田医院 花見川区天戸町1341-1 婦、内、小 
医療法人社団有光会 花見川眼科 花見川区天戸町1467-9 眼 
医療法人社団晴山会平山病院附属花見川腎ｸﾘﾆｯｸ 花見川区天戸町1483-28 人工透析外科 
向井医院 花見川区朝日ケ丘2-1-10-1 内、外、小、皮、胃、リハ

さこう医院 花見川区柏井町1592-6 
麻、ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ外科、ﾍﾟｲﾝｸ
ﾘﾆｯｸ内科 
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診療所名 所在地 診療科目 
田井耳鼻咽喉科･アレルギー科 花見川区柏井1-3-25-1 耳、ア 
田井小児科･眼科･心療内科 花見川区柏井1-3-25-2 小、眼、心療 
医療法人社団有相会 ゆうあいクリニック 花見川区柏井町1132-1 内、リハ、整 
石橋内科小児科医院 花見川区検見川町1-609 内、小 
医療法人社団敬仁会  神田耳鼻咽喉科医院 花見川区検見川町3-300-11 耳 
平井眼科医院 花見川区検見川町3-301-1 眼 
医療法人敬裕会 検見川整形外科内科 花見川区検見川町3-326-1 整、内、リハ 
伊東内科医院 花見川区検見川町3-316-36 内、循環器内科、消化器内科
石川小児科医院 花見川区検見川町3-302-25 小、ア 
医療法人社団津田会  津田胃腸科医院 花見川区検見川町3-300-16 胃、内 
古川医院 花見川区こてはし台1-25-1 胃、外、内 
医療法人社団 伯野外科胃腸科 花見川区こてはし台5-1-7 外、胃、整 

医療法人社団蒼潤会 般若クリニック 花見川区こてはし台5-9-3 
内、消、呼、循、整、外、
ﾘｳ、ﾘﾊ、ｱ 

花見ケ丘クリニック 花見川区作新台1-16-30 外、内 
医療法人社団江楓会あかいし脳神経外科ｸﾘﾆｯｸ 花見川区作新台1-5-8 脳 
奈良内科医院 花見川区作新台3-1-12 内、循、胃、呼 
医療法人社団咲心会 和久整形外科 花見川区作新台5-1-5 整、外、リウ、リハ 
医療法人社団隆陽会 さつきが丘医院 花見川区さつきが丘1-33-2 整、外、リハ、リウ、内 
高木産婦人科 花見川区さつきが丘2-12-1 産、婦 
セオ内科小児科 花見川区さつきが丘2-11-1 内、小 

信愛クリニック 
花見川区さつきが丘2-1-1 
ﾋﾞｭｰｱｲﾗﾝﾄﾞさつきが丘109号室 

内 

医療法人社団信和会 小泉医院 花見川区さつきが丘2-33-16 内、小、胃 
一般(社)千葉衛生福祉協会 ちぐさ診療所 花見川区千種町295-2 内、循、呼、消、放 
坂口医院 花見川区長作町600-7 内、小、消 
医療法人社団善秀会 朝日ヶ丘医院 花見川区花園町44-32 外、内、胃、整 
医療法人社団紫陽花会 落合皮膚科 花見川区花園1-9-18 ｸﾘﾆｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ花園3A 皮 
桜並木心療医院 花見川区花園1-19-2 心療、精神神経科 
医療法人社団ｵｰ･ｴﾌ･ｼｰ大森ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 花見川区花園1-9-18ｸﾘﾆｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ花園1階 内、呼吸器内科、ア 

いとう新検見川クリニック 
花見川区花園1-9-18 
ｸﾘﾆｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ花園3B号室 

胃、外、内 

医療法人静和会 新検見川ﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 
花見川区花園1-9-18 
ｸﾘﾆｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ花園2A号室 

心療、精 

アイコール眼科診療所 花見川区花園1-21-1 眼 
宇田川婦人科 花見川区花園1-19-7 婦 
社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会 
花園診療所 

花見川区花園2-8-23 内、小 

みどり耳鼻咽喉科 花見川区花園2-1-25 万仁ﾋﾞﾙ 21 1F 耳 
小池医院 花見川区花園4-2-7 内、循環器内科 
医療法人社団あおぞら野瀬はなぞのｸﾘﾆｯｸ 花見川区花園5-3-10 ﾌﾟﾁ･ﾓﾝﾄﾞ 103 内、消化器内科 
医療法人社団健美会  花園整形外科 花見川区花園5-12-9 整、リハ 
医療法人社団素心館 小林こどもｸﾘﾆｯｸ 花見川区花園5-3-10 ﾌﾟﾁ･ﾓﾝﾄﾞ 102号 小 
医療法人社団愛信会 花見川中央ｸﾘﾆｯｸ 花見川区花見川3街区29号棟101号 内、小、整、ア 
円城寺医院 花見川区幕張町3-1096 内、小 
医療法人社団聖鳥会 しらゆり眼科 花見川区幕張町4-417-25ｲﾄｰﾖｰｶ堂2階 眼 
入江眼科医院 花見川区幕張町4-56-20 眼 
東山整形外科 花見川区幕張町4-623-1 整、リウ、リハ 

医療法人社団千秋双葉会 幕張耳鼻咽喉科
花見川区幕張町5-417-222 
幕張ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ地下１階 

耳、ア 

たかクリニック 花見川区幕張町5-417-243 ﾌﾞﾗﾝｽﾞ幕張2階 泌、皮 

社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会 
千葉健生病院付属まくはり診療所  

花見川区幕張町5-392-3 
内、外、小、整、呼、胃、循、
ﾘﾊ、皮、婦、精、眼、糖尿病
内科、ﾘｳ、肛門外科、泌 

医療法人杏会 松本クリニック 花見川区幕張町5-124-5ｱﾌﾟﾘｺｯﾄｽﾃｲﾂ1階 耳 
幕張おおで眼科 花見川区幕張町5-417-243 2階 眼、神経眼科 
医療法人社団一精会 中村医院 花見川区幕張町5-141-2 内、小 
マチイビル眼科診療所 花見川区幕張町5-417-281第8 ﾏﾁｲﾋﾞﾙ 1F 眼 
田村ゆみこ内科クリニック 花見川区幕張町5-417-243ﾌﾞﾗﾝｽﾞ幕張2階 内、消化器内科、循環器内科

医療法人社団千秋双葉会 幕張ｷｯｽﾞｸﾘﾆｯｸ 
花見川区幕張町5-417-222 
幕張ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ地下1階 

小、ア 
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田井耳鼻咽喉科･アレルギー科 花見川区柏井1-3-25-1 耳、ア 
田井小児科･眼科･心療内科 花見川区柏井1-3-25-2 小、眼、心療 
医療法人社団有相会 ゆうあいクリニック 花見川区柏井町1132-1 内、リハ、整 
石橋内科小児科医院 花見川区検見川町1-609 内、小 
医療法人社団敬仁会  神田耳鼻咽喉科医院 花見川区検見川町3-300-11 耳 
平井眼科医院 花見川区検見川町3-301-1 眼 
医療法人敬裕会 検見川整形外科内科 花見川区検見川町3-326-1 整、内、リハ 
伊東内科医院 花見川区検見川町3-316-36 内、循環器内科、消化器内科
石川小児科医院 花見川区検見川町3-302-25 小、ア 
医療法人社団津田会  津田胃腸科医院 花見川区検見川町3-300-16 胃、内 
古川医院 花見川区こてはし台1-25-1 胃、外、内 
医療法人社団 伯野外科胃腸科 花見川区こてはし台5-1-7 外、胃、整 

医療法人社団蒼潤会 般若クリニック 花見川区こてはし台5-9-3 
内、消、呼、循、整、外、
ﾘｳ、ﾘﾊ、ｱ 

花見ケ丘クリニック 花見川区作新台1-16-30 外、内 
医療法人社団江楓会あかいし脳神経外科ｸﾘﾆｯｸ 花見川区作新台1-5-8 脳 
奈良内科医院 花見川区作新台3-1-12 内、循、胃、呼 
医療法人社団咲心会 和久整形外科 花見川区作新台5-1-5 整、外、リウ、リハ 
医療法人社団隆陽会 さつきが丘医院 花見川区さつきが丘1-33-2 整、外、リハ、リウ、内 
高木産婦人科 花見川区さつきが丘2-12-1 産、婦 
セオ内科小児科 花見川区さつきが丘2-11-1 内、小 

信愛クリニック 
花見川区さつきが丘2-1-1 
ﾋﾞｭｰｱｲﾗﾝﾄﾞさつきが丘109号室 

内 

医療法人社団信和会 小泉医院 花見川区さつきが丘2-33-16 内、小、胃 
一般(社)千葉衛生福祉協会 ちぐさ診療所 花見川区千種町295-2 内、循、呼、消、放 
坂口医院 花見川区長作町600-7 内、小、消 
医療法人社団善秀会 朝日ヶ丘医院 花見川区花園町44-32 外、内、胃、整 
医療法人社団紫陽花会 落合皮膚科 花見川区花園1-9-18 ｸﾘﾆｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ花園3A 皮 
桜並木心療医院 花見川区花園1-19-2 心療、精神神経科 
医療法人社団ｵｰ･ｴﾌ･ｼｰ大森ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 花見川区花園1-9-18ｸﾘﾆｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ花園1階 内、呼吸器内科、ア 

いとう新検見川クリニック 
花見川区花園1-9-18 
ｸﾘﾆｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ花園3B号室 

胃、外、内 

医療法人静和会 新検見川ﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 
花見川区花園1-9-18 
ｸﾘﾆｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ花園2A号室 

心療、精 

アイコール眼科診療所 花見川区花園1-21-1 眼 
宇田川婦人科 花見川区花園1-19-7 婦 
社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会 
花園診療所 

花見川区花園2-8-23 内、小 

みどり耳鼻咽喉科 花見川区花園2-1-25 万仁ﾋﾞﾙ 21 1F 耳 
小池医院 花見川区花園4-2-7 内、循環器内科 
医療法人社団あおぞら野瀬はなぞのｸﾘﾆｯｸ 花見川区花園5-3-10 ﾌﾟﾁ･ﾓﾝﾄﾞ 103 内、消化器内科 
医療法人社団健美会  花園整形外科 花見川区花園5-12-9 整、リハ 
医療法人社団素心館 小林こどもｸﾘﾆｯｸ 花見川区花園5-3-10 ﾌﾟﾁ･ﾓﾝﾄﾞ 102号 小 
医療法人社団愛信会 花見川中央ｸﾘﾆｯｸ 花見川区花見川3街区29号棟101号 内、小、整、ア 
円城寺医院 花見川区幕張町3-1096 内、小 
医療法人社団聖鳥会 しらゆり眼科 花見川区幕張町4-417-25ｲﾄｰﾖｰｶ堂2階 眼 
入江眼科医院 花見川区幕張町4-56-20 眼 
東山整形外科 花見川区幕張町4-623-1 整、リウ、リハ 

医療法人社団千秋双葉会 幕張耳鼻咽喉科
花見川区幕張町5-417-222 
幕張ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ地下１階 

耳、ア 

たかクリニック 花見川区幕張町5-417-243 ﾌﾞﾗﾝｽﾞ幕張2階 泌、皮 

社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会 
千葉健生病院付属まくはり診療所  

花見川区幕張町5-392-3 
内、外、小、整、呼、胃、循、
ﾘﾊ、皮、婦、精、眼、糖尿病
内科、ﾘｳ、肛門外科、泌 

医療法人杏会 松本クリニック 花見川区幕張町5-124-5ｱﾌﾟﾘｺｯﾄｽﾃｲﾂ1階 耳 
幕張おおで眼科 花見川区幕張町5-417-243 2階 眼、神経眼科 
医療法人社団一精会 中村医院 花見川区幕張町5-141-2 内、小 
マチイビル眼科診療所 花見川区幕張町5-417-281第8 ﾏﾁｲﾋﾞﾙ 1F 眼 
田村ゆみこ内科クリニック 花見川区幕張町5-417-243ﾌﾞﾗﾝｽﾞ幕張2階 内、消化器内科、循環器内科

医療法人社団千秋双葉会 幕張ｷｯｽﾞｸﾘﾆｯｸ 
花見川区幕張町5-417-222 
幕張ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ地下1階 

小、ア 
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診療所名 所在地 診療科目 
医療法人社団共進会 まくはり南ｸﾘﾆｯｸ 花見川区幕張町5-187-1幕張ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2F 内 
医療法人社団秀心会 幕張あんず医院 花見川区幕張町5-185-3 内、小、皮 
諏訪部産婦人科 花見川区幕張町6-97-6 産婦 
医療法人社団竹田会 武藤医院 花見川区幕張町6-131 内、小、循 
幕張整形外科 花見川区幕張町5-417-243 整、リハ 
袖ケ浦外科 花見川区幕張町6-130 外、胃、リハ 
医療法人社団本郷会 本郷内科 花見川区幕張本郷1-11-26 ﾘﾋﾞｴｰﾙ本郷102 内、人工透析内科 
えじま医院 花見川区幕張本郷1-6-2 小、内、胃腸内科 
きらきらクリニック 花見川区幕張本郷1-14-10幸栄ﾊﾟﾚｽ303 美、形 
幕張本郷耳鼻咽喉科医院 花見川区幕張本郷1-5-13三興ﾋﾞﾙ101号室 耳 

医療法人社団貴駿 幕張本郷整形外科 花見川区幕張本郷1-4-32 
整、リウ、リハ、内、 
消化器内科、糖尿病内科 

医療法人社団ゆかり会 幕張胃腸ｸﾘﾆｯｸ 
花見川区幕張本郷1-2-24 
幕張本郷相葉ﾋﾞﾙ 101 

内、消化器内科、 
内視鏡内科、外 

医療法人社団恵翔会 岩田こどもｸﾘﾆｯｸ 花見川区幕張本郷1-14-10幸栄ﾊﾟﾚｽ2F 小、ア 
医療法人社団栗田会 栗田皮フ科 花見川区幕張本郷1-9-26 皮 
医療法人社団澄乃会 向日葵ﾎｰﾑｸﾘﾆｯｸ 花見川区幕張本郷1-14-7ﾌﾟﾁﾊｳｽ竹中2階 内 
医療法人社団花也会W ｸﾘﾆｯｸﾌｫｰﾏｻﾞｰｽﾞ幕張 花見川区幕張本郷2-37-17 産婦 
医療法人社団あいけい会 
幕張あいけいｸﾘﾆｯｸ 

花見川区幕張本郷2-8-9 
ｾﾞｯｸｽﾍﾞﾙｸ本郷201号 

内 

メンタルクリニックとみた 
花見川区幕張本郷2-9-1  
ﾌｧｰｽﾄｺｰﾎﾟ幕張本郷2F 

心療、精 

医療法人社団なのはな会 幕張本郷ｸﾘﾆｯｸ 花見川区幕張本郷3丁目22番2号 内、外、消、肛、リハ 
三上眼科医院 花見川区幕張本郷3-6-32 眼 
本郷眼科 花見川区幕張本郷5-5-16 1F 眼 
本郷並木通り内科 花見川区幕張本郷5-5-16-201 内、消化器内科 
医療法人社団MSC幕張本郷しぶやｸﾘﾆｯｸ 花見川区幕張本郷5-4-1ESﾋﾞﾙ１階102号 精、心療 
幕張台クリニック 花見川区幕張本郷6-12-7 麻、外、内 
医療法人社団正心会 正岡クリニック 花見川区幕張本郷7-22-27 内、小、外、消、胃、肛、ｱ
善利医院 花見川区幕張本郷7-8-38 耳 
ちば整形外科クリニック 花見川区南花園1-42-7 ｻﾆ-ﾋﾞﾙ 整、リハ 
ひらおか内科クリニック 花見川区南花園1-44-8 内、胃、呼 
医療法人社団冬扇会 検見川皮膚科医院 花見川区南花園1-44-1 皮 
医療法人社団悠啓会 いまにし医院 花見川区宮野木台3-28-6 胃、肛、外、放、小、内、麻

おざきクリニック 花見川区宮野木台1-5-18 
外、内、胃、整、皮、肛、
小外、小 

水野医院 花見川区宮野木台2-5-22 皮、ア、リハ、泌 
医療法人社団福医会 たなか内科ｸﾘﾆｯｸ 花見川区宮野木台2-5-33ﾐｷ医療ﾓｰﾙ1F 内、呼吸器内科、ア、リウ
ほしなが耳鼻咽喉科 花見川区宮野木台2-5-33ﾐｷ医療ﾓー ﾙ2階B号室 耳、ア 
いけだメディカルクリニック 花見川区瑞穂3-13-8 内、神内、消、心療、精 
安久津眼科 花見川区瑞穂3-13-8瑞穂の杜ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ202 眼 
医療法人社団小羊会 千葉横戸クリニック 花見川区横戸町1123-4 内 
眞清クリニック 花見川区横戸台14-1 眼 
池上内科医院 稲毛区穴川3-1-10 内、消 
岡本皮膚科 稲毛区穴川3-3-3 皮 
木内クリニック 稲毛区穴川3-4-1 ﾃﾞｨｸｵｰﾚ 2F 内、泌 
あやめ台診療所 稲毛区あやめ台1-16 内、皮、放 
千葉メンタルクリニック 稲毛区稲毛東1-18-7 精、心療 
布施耳鼻いんこう科医院 稲毛区稲毛東2-3-2 耳 
小林眼科医院 稲毛区稲毛東2-7-13 眼 
医療法人社団光正会 川島医院 稲毛区稲毛東2-7-11 内、小 
稲毛駅前クリニック 稲毛区稲毛東3-17-5 内、人工透析内科、腎臓内科、精

せんげん通りクリニック 
稲毛区稲毛東3-8-13  
丸十・海浜不動産ﾋﾞﾙ 4階 

精、心療 

医療法人社団明萌会  大塚クリニック 稲毛区稲毛東3-19-16 精、神、神内、心療 
医療法人社団亮山会 わかば皮膚科  稲毛区稲毛東3-8-19川島屋中央ﾋﾞﾙ2F 皮 
医療法人社団北滋会 中川産婦人科 稲毛区稲毛東3-8-20 産婦 
ちば生活習慣病内科クリニック 稲毛区稲毛東3-15-7第15藤ﾋﾞﾙ 4階 内 
医療法人社団稲正会 近藤医院 稲毛区稲毛東3-6-37 整、外、内、リハ、皮 
武久レディースクリニック 稲毛区稲毛東3-15-7 15藤ﾋﾞﾙ 2F 産婦 
川上診療所 稲毛区稲毛東3-10-8 乳腺外科、内 
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稲毛整形外科 稲毛区稲毛東3-9-4 整、リハ、リウ、内 
稲毛中央外科医院 稲毛区稲毛東4-3-3 外、内、整、皮、泌、肛門外科

けいよう内科クリニック 稲毛区柏台1-19-112 内、呼、ア 
赤塚小児科医院 稲毛区黒砂1-18-11 小 
鎌田耳鼻いんこう科医院 稲毛区黒砂1-15-2 耳、ア、漢方内科 
菅沼医院 稲毛区黒砂1-16-16 内 
露崎こどもクリニック 稲毛区黒砂4-10-10露崎内科医院2F 小 
医療法人社団公伸会 黒砂台診療所 稲毛区黒砂台1-2-8 内、呼吸器内科 
医療法人社団遊山会耳鼻咽喉科ｻｰｼﾞｾﾝﾀｰちば 稲毛区小中台町352-1 耳 
小中台クリニック 稲毛区小中台町1341-1中村ﾋﾞﾙ 2F 内、小、整、皮 
愛和クリニック 稲毛区小仲台1-4-20 眼、内、皮、美、ア、整 
医療法人社団以仁会 稲毛ｻﾃｨｸﾘﾆｯｸ 稲毛区小仲台1-4-20 ｲｵﾝ稲毛店4F 内、小、皮 
医療法人社団永福会 永井クリニック 稲毛区小仲台1-4-20 ｲｵﾝ稲毛店3F 皮、形 
髙橋こどもクリニック 稲毛区小仲台2-8-23向後ﾋﾞﾙ 102 小、ア 
医療法人社団明香会 カヤマ内科泌尿器科 稲毛区小仲台2-4-10 ﾋﾟｱ･ﾃﾝ 3階 内、泌 
医療法人社団元志会 いなげ耳鼻咽喉科 稲毛区小仲台2-6-5 中元ﾋﾞﾙ 3-302 耳、気 
稲毛駅東口眼科クリニック 稲毛区小仲台2-4-10 ﾋﾟｱﾃﾝﾋﾞﾙ 3階 眼 
しんわクリニック･稲毛 稲毛区小仲台2-5-15 第8若菜ﾋﾞﾙ 4F 精、神、心療 
千葉ハートクリニック 稲毛区小仲台2-2-2 ｴﾇｽﾞｸｱﾄﾛ 5A号室 内、循環器内科 
稲毛むらさき内科クリニック 稲毛区小仲台2-5-3 稲栄ﾋﾞﾙ 3F 内、消化器内科、内視鏡内科
医療法人社団 稲毛皮フ科クリニック 稲毛区小仲台2-11-7 皮 
武田クリニック 稲毛区小仲台2-12-2 ｼｵﾝﾋﾞﾙ 21階 内、外、呼、呼外 
医療法人社団康葉会 稲毛整形外科ｸﾘﾆｯｸ 稲毛区小仲台2-6-5中元ﾋﾞﾙ2階201･202号 整、リハ、リウ 
医療法人社団慶徳会 なかむら泌尿器科 稲毛区小仲台2-6-5中元ﾋﾞﾙ 4F 泌 
医療法人社団仁正会 神津医院 稲毛区小仲台3-6-1 内、胃、小、皮 
谷口眼科クリニック 稲毛区小仲台3-17-12 眼 
山田医院 稲毛区小仲台4-6-5 内、小 
医療法人社団三康会 田中クリニック 稲毛区小仲台5-4-15 外、呼、胃、整 
医療法人社団清雄会 宇井内科クリニック 稲毛区小仲台6-1-8 内、循、消、呼、放 
医療法人社団ﾃｨ＆ｹｲ くろさきこどもｸﾘﾆｯｸ 稲毛区小仲台6-23-6 小、ア 
鈴木眼科 稲毛区小仲台6-20-3 眼 
医療法人社団マリヤ・クリニック 稲毛区小仲台6-19-19 My ﾋﾞﾙ 1F 内、小 
医療法人社団Vision Quest Japan吉田眼科 稲毛区小仲台6-15-7 眼 
三枝整形外科医院 稲毛区小仲台6-14-5 整、リハ、リウ 
稲毛バースクリニック 稲毛区小仲台6-4-15 産、婦 
たじま産婦人科 稲毛区小仲台6-3-7 産、婦 

医療法人社団ｶﾞﾗﾃｱ ぴあーすｸﾘﾆｯｸ 稲毛区小仲台7-20-5 
内、外、循環器内科、 
心臓血管外科 

医療法人社団光知会 千葉健康クリニック 稲毛区小仲台7-12-1 内、小、皮 
医療法人社団裕光会  石山医院 稲毛区作草部町1丁目9番25号 産、婦、内、心療 
医療法人社団翠明会山王整形クリニック 稲毛区山王町160-1 整、リハ 
医療法人社団松育会 むらまつクリニック 稲毛区山王町138-4 小、小児外科、内 
医療法人社団幸葉会 西千葉整形外科 稲毛区作草部1-12-5 整、リウ、リハ 
勝又内科医院 稲毛区園生町236-12 内、消、循、呼 
社会福祉法人生活ｸﾗﾌﾞ生活ｸﾗﾌﾞ風の村園生診療所 稲毛区園生町1107-7 内 
医療法人社団一二三会  中村胃腸科 稲毛区園生町1111番地の1 消化器内科、内、外 
医療法人社団三水会 北千葉整形外科 稲毛区園生町166-1 整、リハ、リウ 
医療法人社団至峰会千草台なかむらｸﾘﾆｯｸ 稲毛区千草台1-1-28-1 内、胃、循、呼、小、ア 
たけだ眼科 稲毛区天台2-16-26 眼 
社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会北
部診療所 

稲毛区天台3-4-5 内、小 

医療法人社団山紫会 谷嶋医院 稲毛区天台4-10-3 内、消、循、呼、神内、小

医療法人社団親月会 千葉中央外科内科 稲毛区天台4-2-17 
外、内、整、ﾘﾊ、放、消化器外
科、呼吸器内科、内視鏡内科

林医院 稲毛区轟町1-16-2 内、小、ア、心療 
医療法人社団直心会轟診療所 稲毛区轟町1-13-3 内、小 
水上医院 稲毛区轟町4-8-10 胃、内 
長沼眼科 稲毛区長沼町312-5 眼 
医療法人社団三育会 宮野木外科・内科 稲毛区長沼町261-3 整、リハ、内、外、脳 
医療法人社団 みうらクリニック 稲毛区長沼町134番地 循、胃、内、外 
栄光クリニック 稲毛区長沼町166-1 内、外、整、皮泌、リハ 
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診療所名 所在地 診療科目 
稲毛整形外科 稲毛区稲毛東3-9-4 整、リハ、リウ、内 
稲毛中央外科医院 稲毛区稲毛東4-3-3 外、内、整、皮、泌、肛門外科

けいよう内科クリニック 稲毛区柏台1-19-112 内、呼、ア 
赤塚小児科医院 稲毛区黒砂1-18-11 小 
鎌田耳鼻いんこう科医院 稲毛区黒砂1-15-2 耳、ア、漢方内科 
菅沼医院 稲毛区黒砂1-16-16 内 
露崎こどもクリニック 稲毛区黒砂4-10-10露崎内科医院2F 小 
医療法人社団公伸会 黒砂台診療所 稲毛区黒砂台1-2-8 内、呼吸器内科 
医療法人社団遊山会耳鼻咽喉科ｻｰｼﾞｾﾝﾀｰちば 稲毛区小中台町352-1 耳 
小中台クリニック 稲毛区小中台町1341-1中村ﾋﾞﾙ 2F 内、小、整、皮 
愛和クリニック 稲毛区小仲台1-4-20 眼、内、皮、美、ア、整 
医療法人社団以仁会 稲毛ｻﾃｨｸﾘﾆｯｸ 稲毛区小仲台1-4-20 ｲｵﾝ稲毛店4F 内、小、皮 
医療法人社団永福会 永井クリニック 稲毛区小仲台1-4-20 ｲｵﾝ稲毛店3F 皮、形 
髙橋こどもクリニック 稲毛区小仲台2-8-23向後ﾋﾞﾙ 102 小、ア 
医療法人社団明香会 カヤマ内科泌尿器科 稲毛区小仲台2-4-10 ﾋﾟｱ･ﾃﾝ 3階 内、泌 
医療法人社団元志会 いなげ耳鼻咽喉科 稲毛区小仲台2-6-5 中元ﾋﾞﾙ 3-302 耳、気 
稲毛駅東口眼科クリニック 稲毛区小仲台2-4-10 ﾋﾟｱﾃﾝﾋﾞﾙ 3階 眼 
しんわクリニック･稲毛 稲毛区小仲台2-5-15 第8若菜ﾋﾞﾙ 4F 精、神、心療 
千葉ハートクリニック 稲毛区小仲台2-2-2 ｴﾇｽﾞｸｱﾄﾛ 5A号室 内、循環器内科 
稲毛むらさき内科クリニック 稲毛区小仲台2-5-3 稲栄ﾋﾞﾙ 3F 内、消化器内科、内視鏡内科
医療法人社団 稲毛皮フ科クリニック 稲毛区小仲台2-11-7 皮 
武田クリニック 稲毛区小仲台2-12-2 ｼｵﾝﾋﾞﾙ 21階 内、外、呼、呼外 
医療法人社団康葉会 稲毛整形外科ｸﾘﾆｯｸ 稲毛区小仲台2-6-5中元ﾋﾞﾙ2階201･202号 整、リハ、リウ 
医療法人社団慶徳会 なかむら泌尿器科 稲毛区小仲台2-6-5中元ﾋﾞﾙ 4F 泌 
医療法人社団仁正会 神津医院 稲毛区小仲台3-6-1 内、胃、小、皮 
谷口眼科クリニック 稲毛区小仲台3-17-12 眼 
山田医院 稲毛区小仲台4-6-5 内、小 
医療法人社団三康会 田中クリニック 稲毛区小仲台5-4-15 外、呼、胃、整 
医療法人社団清雄会 宇井内科クリニック 稲毛区小仲台6-1-8 内、循、消、呼、放 
医療法人社団ﾃｨ＆ｹｲ くろさきこどもｸﾘﾆｯｸ 稲毛区小仲台6-23-6 小、ア 
鈴木眼科 稲毛区小仲台6-20-3 眼 
医療法人社団マリヤ・クリニック 稲毛区小仲台6-19-19 My ﾋﾞﾙ 1F 内、小 
医療法人社団Vision Quest Japan吉田眼科 稲毛区小仲台6-15-7 眼 
三枝整形外科医院 稲毛区小仲台6-14-5 整、リハ、リウ 
稲毛バースクリニック 稲毛区小仲台6-4-15 産、婦 
たじま産婦人科 稲毛区小仲台6-3-7 産、婦 

医療法人社団ｶﾞﾗﾃｱ ぴあーすｸﾘﾆｯｸ 稲毛区小仲台7-20-5 
内、外、循環器内科、 
心臓血管外科 

医療法人社団光知会 千葉健康クリニック 稲毛区小仲台7-12-1 内、小、皮 
医療法人社団裕光会  石山医院 稲毛区作草部町1丁目9番25号 産、婦、内、心療 
医療法人社団翠明会山王整形クリニック 稲毛区山王町160-1 整、リハ 
医療法人社団松育会 むらまつクリニック 稲毛区山王町138-4 小、小児外科、内 
医療法人社団幸葉会 西千葉整形外科 稲毛区作草部1-12-5 整、リウ、リハ 
勝又内科医院 稲毛区園生町236-12 内、消、循、呼 
社会福祉法人生活ｸﾗﾌﾞ生活ｸﾗﾌﾞ風の村園生診療所 稲毛区園生町1107-7 内 
医療法人社団一二三会  中村胃腸科 稲毛区園生町1111番地の1 消化器内科、内、外 
医療法人社団三水会 北千葉整形外科 稲毛区園生町166-1 整、リハ、リウ 
医療法人社団至峰会千草台なかむらｸﾘﾆｯｸ 稲毛区千草台1-1-28-1 内、胃、循、呼、小、ア 
たけだ眼科 稲毛区天台2-16-26 眼 
社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会北
部診療所 

稲毛区天台3-4-5 内、小 

医療法人社団山紫会 谷嶋医院 稲毛区天台4-10-3 内、消、循、呼、神内、小

医療法人社団親月会 千葉中央外科内科 稲毛区天台4-2-17 
外、内、整、ﾘﾊ、放、消化器外
科、呼吸器内科、内視鏡内科

林医院 稲毛区轟町1-16-2 内、小、ア、心療 
医療法人社団直心会轟診療所 稲毛区轟町1-13-3 内、小 
水上医院 稲毛区轟町4-8-10 胃、内 
長沼眼科 稲毛区長沼町312-5 眼 
医療法人社団三育会 宮野木外科・内科 稲毛区長沼町261-3 整、リハ、内、外、脳 
医療法人社団 みうらクリニック 稲毛区長沼町134番地 循、胃、内、外 
栄光クリニック 稲毛区長沼町166-1 内、外、整、皮泌、リハ 
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診療所名 所在地 診療科目 
のむら耳鼻咽喉科 稲毛区長沼原町794-1 耳、ア 
伴龍ビル眼科クリニック 稲毛区緑町1-15-12伴龍ﾋﾞﾙ 1F 眼 
萩野眼科医院 稲毛区緑町1-8-6 眼 
医療法人社団東伸会 井原医院 稲毛区緑町2丁目18番7号 胃、外、内、肛、放、消 
医療法人社団薬王会 緑町診療所 稲毛区緑町2-17-12 内、小 
医療法人社団 新藤医院 稲毛区宮野木町2119-10 内、外、消化器内科、リハ
医療法人社団きさらぎ会  鈴木内科ｸﾘﾆｯｸ 稲毛区宮野木町1752-15 内、循、呼、胃 
柴田医院 稲毛区宮野木町1652-202 内、小、皮、呼 

しいなクリニック 
稲毛区宮野木町1092-2 
ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ宮野木1階 

内、糖尿病内科、内分泌内
科、循環器内科、消化器内
科、代謝内科、腎臓内科 

にしちば心和クリニック 稲毛区弥生町2-21大沼ﾋﾞﾙ 2階 精、神、心療 
久保田医院 若葉区大宮台4-2-14 内、小、循、呼 
木屋医院 若葉区大宮台6-3-13 小、内 
千野外科医院 若葉区小倉町1753-10 外、胃、肛、リハ、整 
千城台耳鼻咽喉科医院 若葉区小倉町858-2 耳 
医療法人社団世恵会 小倉台福田医院 若葉区小倉町875-6 内、外、整、皮、小 

医療法人社団榎会 千城台クリニック 若葉区小倉町829 
外、内、ﾘﾊ、呼、循、消、
精、心療 

医療法人社団鳳仁会 若林皮膚科医院 若葉区小倉町859-1 皮 
出口眼科医院 若葉区小倉台1-13-8 眼 
一般財団法人柏戸記念財団小倉台柏戸ｸﾘﾆｯｸ 若葉区小倉台4-18-3 内、整 
伊予クリニック 若葉区小倉台6-9-1 産婦、内、消化器内科、小
篠クリニック 若葉区小倉台7-2-1 内、消、小、ア 
医療法人社団  前田皮膚科医院 若葉区小倉台7-19-4 皮 
医療法人社団颯晃会 御成台整形外科 若葉区御成台1-8-5 整、リハ、リウ 
医療法人社団長寿会 長谷川整形外科 若葉区加曽利町1603-2 整、リハ、リウ、内 
あおばクリニック 若葉区金親町206-3金親ﾋﾞﾙ 101号室 内、心療 
医療法人社団信秀会 飯島整形外科医院 若葉区坂月町334-6 整、リハ 
医療法人社団芳旭会 小関医院 若葉区桜木1-27-1 内、小、消 
あべひろき こどもクリニック 若葉区桜木3-9-28 小 
堀田医院 若葉区佐和町83-1 内、循、小 
清宮医院 若葉区桜木7-6-17 内、小 
しょうじ内科 若葉区桜木8-6-17 内、循環器内科、小 
医療法人社団若竹会 宮内泌尿器科医院 若葉区桜木北3-7-23 泌、性 
医療法人社団謙和会 高品内科婦人科医院 若葉区高品町1589-15 内、循、婦 
高品クリニック 若葉区高品町1592-3 外、麻、内 
医療法人社団桐伸会 藤井クリニック 若葉区高品町1057 内、外、皮、泌 
医療法人社団共生会 高根町整形外科 若葉区高根町979-1 内、外、整、リハ 
いずみ台医院 若葉区多部田町753-7 消化器内科、外 
古川医院 若葉区千城台北1-1-11 外、循、消、整、内 

ふるかわクリニック 若葉区千城台北1-27-1 I ﾋﾞﾙ 1階 
内、消化器内科、胃腸内科、
内視鏡内科 

ちしろ台眼科 若葉区千城台北3-12-10 眼 
医療法人社団  中山内科クリニック 若葉区千城台北3-21-1ﾗﾊﾟｰｸ千城台2F 内、消、循、呼 
楽多クリニック 若葉区千城台北4-7-2 内、小、肛門外科 
医療法人社団ひよこ会 
ぬまざわ小児科・耳鼻咽喉科クリニック 

若葉区千城台西1-37-8 2階 小、耳 

医療法人社団健昌会 木下産婦人科医院 若葉区千城台西2-4-5 産婦 
土屋内科医院 若葉区千城台東2-31-6 内、消化器内科 
清水小児科 若葉区千城台東3-31-5 小 
医療法人社団六治会  石渡内科 若葉区千城台南3-1-7 内 
平沢小児科 若葉区千城台南4-6-2 小、内 
つがクリニック 若葉区都賀2-24-1都賀ﾋﾞﾙ 1F 内、胃、リハ、外、肛 
わかば宮本医院 若葉区都賀2-14-3 内、外、心療、腎臓内科 
都賀診療所 若葉区都賀2-14-12 内、小、胃、呼、循 
オークラ眼科診療所 若葉区都賀3-5-5 眼 
医療法人社団 みぞぶち眼科 若葉区都賀3-9-1都賀M3 ﾋﾞﾙ 2階D号 眼 
医療法人社団亮山会 つが皮膚科医院 若葉区都賀3-9-1都賀M3 ﾋﾞﾙ 2F 皮 
医療法人社団都賀内科クリニック 若葉区都賀3-1-7 内、循、呼、消 
内田耳鼻咽喉科 若葉区都賀3-21-3 ｺﾓﾄﾞｱﾏｼﾞﾋﾞﾙ 1F 耳 
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診療所名 所在地 診療科目 
医療法人社団岩鷲会 つばめ耳鼻咽喉科 若葉区都賀3-24-1 MT ﾋﾞﾙ 2階 耳 
医療法人社団興仁会 板谷内科クリニック 若葉区都賀3-9-1都賀M3 ﾋﾞﾙ 1F 内 
医療法人社団淳朋会都賀さいとう整形外科 若葉区都賀3-16-13 整、リハ、リウ、放、麻 
たて産婦人科 若葉区都賀3-6-18 産婦、麻 
勝俣内科小児科 若葉区都賀の台2-4-8 内、小、胃、循 
原口医院 若葉区中田町1038 内、小 
医療法人社団志栄会 都賀ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 若葉区西都賀1-7-6 産、婦、小 
都賀眼科クリニック 若葉区西都賀1-14-6 眼 
西都賀クリニック 若葉区西都賀1-2-4ｱｲﾁ都賀Ⅲ301号室 内、外、消化器外科 
千葉内科クリニック 若葉区西都賀2-11-11 内、消、循、呼、小、ア 
すずきクリニック 若葉区西都賀3-8-7 内、小、皮 
医療法人社団 慈徳会 つがﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 若葉区西都賀3-9-7 BS若葉ﾋﾞﾙ 3階 心療、精 
医療法人社団邦葉会 小山内科 若葉区西都賀5-1-1 内、内分泌内科、消化器内科、循

水野内科循環器科医院 若葉区野呂町282-1 内、循 
医療法人社団明生会 東葉クリニック千葉 若葉区東寺山町572-14 消、胃、内、人工透析内科
医療法人社団若葉会 若葉整形外科ｸﾘﾆｯｸ 若葉区みつわ台2-13-11 整、リハ、リウ、外、内 
松永クリニック小児科・小児外科 若葉区みつわ台2-31-2 小、小外 
みつわ台中央診療所 若葉区みつわ台2-37-2 内、胃、外、皮 
医療法人社団  入枝小児科医院 若葉区みつわ台2-38-10 小、内 
高圓内科医院 若葉区みつわ台3-23-94 内、消、小 
医療法人社団聖洋会  みつわ台クリニック 若葉区みつわ台4-1-8 外、内、胃、整、皮、麻 
医療法人社団亮友会 福住医院千葉 若葉区みつわ台4-17-5 外、整、内、皮、泌、胃、脳
医療法人社団祐紀会 小松耳鼻咽喉科医院 若葉区みつわ台4-1-6 耳、気 
なかむら医院 若葉区みつわ台5-6-11 内、循、呼、胃、小、皮、ﾘﾊ
若松町ひまわりクリニック 若葉区若松町545-6 内、外、胃腸内科、心療、精、小

医療法人社団クレド さとうクリニック 若葉区若松町2138-1 内、外 
みどり泌尿器科・皮フ科医院 緑区おゆみ野3-13-3 泌、皮 
土気駅前皮膚科 緑区あすみが丘1-1-8ﾋﾟｱﾌﾞﾙｯｸ3階302号 皮 
医療法人社団誠心会 
あすみが丘耳鼻咽喉科気管食道科 

緑区あすみが丘1-19-5 耳、気 

医療法人社団緑生会 あらい整形外科 緑区あすみが丘1-19-7 整、リウ、リハ、脳 

川村クリニック 緑区あすみが丘1-19-2 
内、小、胃腸内科、外、ｱ、肛門
内科、循環器内科、呼吸器内科

あすみが丘メンタルクリニック 緑区あすみが丘1-1-8 ﾋﾟｱﾌﾞﾙｯｸ 3F 心療、精、神 
医療法人社団あすみ会あすみが丘佐野眼科 緑区あすみが丘1-1-8 眼 
医療法人社団夢の樹会 のせこどもｸﾘﾆｯｸ 緑区あすみが丘2-35-20 小、ア 

医療法人社団紫雲会 公園通りクリニック
緑区あすみが丘3-52-6 ｺｺﾌｧﾝあすみ
が丘１階 

内、脳、形、整、皮 

あすみが丘内科クリニック 緑区あすみが丘3-4-6 ｲ-ｽﾄﾝﾋﾞﾙ 1F 内、皮、ア、循、呼、消 
医療法人社団五月会 峯田ﾏﾀﾆﾃｨｸﾘﾆｯｸ 緑区あすみが丘3丁目4番地3 産婦 
医療法人社団九陵会 小渋医院 緑区あすみが丘4-37-11 内、循、小、消、呼、皮、ｱ
あすなろ皮膚科 緑区あすみが丘4-4-21 皮 
あすみが丘医院 緑区あすみが丘2-17-13 内、皮、精 
医療法人社団豊心会 中野内科クリニック 緑区あすみが丘7-2-3 内、神内、リハ 
あすみが丘7丁目クリニック 緑区あすみが丘7丁目33-8 小、内、ア 
医療法人社団芳友会 大久保クリニック 緑区あすみが丘7-12-8 内、呼、循、小、リハ 
おがわ医院 緑区あすみが丘7-1あすみが丘ﾌﾞﾗﾝﾆｭｰﾓｰﾙ 1F 眼、整、内、皮 
医療法人社団夢風船 こどもの森ｸﾘﾆｯｸ 緑区あすみが丘8-1-1 小 
ながしまクリニック 緑区あすみが丘8-13-6 内、消、循、呼、放、ｱ、小
昭和の森耳鼻咽喉科 緑区あすみが丘東1-20-17 耳 

医療法人社団櫻佑会 昭和の森クリニック 緑区あすみが丘東3-14-3 
内、老年内科、腎臓・人工
透析内科 

吉原クリニック 緑区あすみが丘東4-1-1 内、小、糖尿病内科、ア 
医療法人社団淳英会 おゆみの診療所 緑区大金沢町364-1 内、整、ﾘﾊ、外、消化器内科
大木戸整形外科 緑区大木戸町212-199 整、リハ、リウ 
医療法人社団 角栄団地診療所 緑区越智町822-8 内 
医療法人社団緑真会 学園前クリニック 緑区おゆみ野1-12-11 内、外、胃、肛 
緑こころのクリニック 緑区おゆみ野2-4-10喜栄ﾋﾞﾙ 101号室 心療、精 
医療法人社団本郷会 鎌取内科 緑区おゆみ野2-9-6 内、人工透析内科 
医療法人社団裕仁会 かまとり医院 緑区おゆみ野3-8-2 内、胃、小 
医療法人社団淳英会おゆみの整形外科ｸﾘﾆｯｸ 緑区おゆみ野3-22-6 整、リハ、内 
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診療所名 所在地 診療科目 
医療法人社団岩鷲会 つばめ耳鼻咽喉科 若葉区都賀3-24-1 MT ﾋﾞﾙ 2階 耳 
医療法人社団興仁会 板谷内科クリニック 若葉区都賀3-9-1都賀M3 ﾋﾞﾙ 1F 内 
医療法人社団淳朋会都賀さいとう整形外科 若葉区都賀3-16-13 整、リハ、リウ、放、麻 
たて産婦人科 若葉区都賀3-6-18 産婦、麻 
勝俣内科小児科 若葉区都賀の台2-4-8 内、小、胃、循 
原口医院 若葉区中田町1038 内、小 
医療法人社団志栄会 都賀ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 若葉区西都賀1-7-6 産、婦、小 
都賀眼科クリニック 若葉区西都賀1-14-6 眼 
西都賀クリニック 若葉区西都賀1-2-4ｱｲﾁ都賀Ⅲ301号室 内、外、消化器外科 
千葉内科クリニック 若葉区西都賀2-11-11 内、消、循、呼、小、ア 
すずきクリニック 若葉区西都賀3-8-7 内、小、皮 
医療法人社団 慈徳会 つがﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 若葉区西都賀3-9-7 BS若葉ﾋﾞﾙ 3階 心療、精 
医療法人社団邦葉会 小山内科 若葉区西都賀5-1-1 内、内分泌内科、消化器内科、循

水野内科循環器科医院 若葉区野呂町282-1 内、循 
医療法人社団明生会 東葉クリニック千葉 若葉区東寺山町572-14 消、胃、内、人工透析内科
医療法人社団若葉会 若葉整形外科ｸﾘﾆｯｸ 若葉区みつわ台2-13-11 整、リハ、リウ、外、内 
松永クリニック小児科・小児外科 若葉区みつわ台2-31-2 小、小外 
みつわ台中央診療所 若葉区みつわ台2-37-2 内、胃、外、皮 
医療法人社団  入枝小児科医院 若葉区みつわ台2-38-10 小、内 
高圓内科医院 若葉区みつわ台3-23-94 内、消、小 
医療法人社団聖洋会  みつわ台クリニック 若葉区みつわ台4-1-8 外、内、胃、整、皮、麻 
医療法人社団亮友会 福住医院千葉 若葉区みつわ台4-17-5 外、整、内、皮、泌、胃、脳
医療法人社団祐紀会 小松耳鼻咽喉科医院 若葉区みつわ台4-1-6 耳、気 
なかむら医院 若葉区みつわ台5-6-11 内、循、呼、胃、小、皮、ﾘﾊ
若松町ひまわりクリニック 若葉区若松町545-6 内、外、胃腸内科、心療、精、小

医療法人社団クレド さとうクリニック 若葉区若松町2138-1 内、外 
みどり泌尿器科・皮フ科医院 緑区おゆみ野3-13-3 泌、皮 
土気駅前皮膚科 緑区あすみが丘1-1-8ﾋﾟｱﾌﾞﾙｯｸ3階302号 皮 
医療法人社団誠心会 
あすみが丘耳鼻咽喉科気管食道科 

緑区あすみが丘1-19-5 耳、気 

医療法人社団緑生会 あらい整形外科 緑区あすみが丘1-19-7 整、リウ、リハ、脳 

川村クリニック 緑区あすみが丘1-19-2 
内、小、胃腸内科、外、ｱ、肛門
内科、循環器内科、呼吸器内科

あすみが丘メンタルクリニック 緑区あすみが丘1-1-8 ﾋﾟｱﾌﾞﾙｯｸ 3F 心療、精、神 
医療法人社団あすみ会あすみが丘佐野眼科 緑区あすみが丘1-1-8 眼 
医療法人社団夢の樹会 のせこどもｸﾘﾆｯｸ 緑区あすみが丘2-35-20 小、ア 

医療法人社団紫雲会 公園通りクリニック
緑区あすみが丘3-52-6 ｺｺﾌｧﾝあすみ
が丘１階 

内、脳、形、整、皮 

あすみが丘内科クリニック 緑区あすみが丘3-4-6 ｲ-ｽﾄﾝﾋﾞﾙ 1F 内、皮、ア、循、呼、消 
医療法人社団五月会 峯田ﾏﾀﾆﾃｨｸﾘﾆｯｸ 緑区あすみが丘3丁目4番地3 産婦 
医療法人社団九陵会 小渋医院 緑区あすみが丘4-37-11 内、循、小、消、呼、皮、ｱ
あすなろ皮膚科 緑区あすみが丘4-4-21 皮 
あすみが丘医院 緑区あすみが丘2-17-13 内、皮、精 
医療法人社団豊心会 中野内科クリニック 緑区あすみが丘7-2-3 内、神内、リハ 
あすみが丘7丁目クリニック 緑区あすみが丘7丁目33-8 小、内、ア 
医療法人社団芳友会 大久保クリニック 緑区あすみが丘7-12-8 内、呼、循、小、リハ 
おがわ医院 緑区あすみが丘7-1あすみが丘ﾌﾞﾗﾝﾆｭｰﾓｰﾙ 1F 眼、整、内、皮 
医療法人社団夢風船 こどもの森ｸﾘﾆｯｸ 緑区あすみが丘8-1-1 小 
ながしまクリニック 緑区あすみが丘8-13-6 内、消、循、呼、放、ｱ、小
昭和の森耳鼻咽喉科 緑区あすみが丘東1-20-17 耳 

医療法人社団櫻佑会 昭和の森クリニック 緑区あすみが丘東3-14-3 
内、老年内科、腎臓・人工
透析内科 

吉原クリニック 緑区あすみが丘東4-1-1 内、小、糖尿病内科、ア 
医療法人社団淳英会 おゆみの診療所 緑区大金沢町364-1 内、整、ﾘﾊ、外、消化器内科
大木戸整形外科 緑区大木戸町212-199 整、リハ、リウ 
医療法人社団 角栄団地診療所 緑区越智町822-8 内 
医療法人社団緑真会 学園前クリニック 緑区おゆみ野1-12-11 内、外、胃、肛 
緑こころのクリニック 緑区おゆみ野2-4-10喜栄ﾋﾞﾙ 101号室 心療、精 
医療法人社団本郷会 鎌取内科 緑区おゆみ野2-9-6 内、人工透析内科 
医療法人社団裕仁会 かまとり医院 緑区おゆみ野3-8-2 内、胃、小 
医療法人社団淳英会おゆみの整形外科ｸﾘﾆｯｸ 緑区おゆみ野3-22-6 整、リハ、内 
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診療所名 所在地 診療科目 
医療法人社団英知会 黒沢クリニック  緑区おゆみ野3-2-5 K's ｽﾃ-ｼｮﾝ 201 内、消 
医療法人社団武田会 かまとり武田肛門科 緑区おゆみ野3-36-2 肛、胃、内、外、麻 
医療法人社団二葉会 かまとり眼科ｸﾘﾆｯｸ 緑区おゆみ野3-22-6かまとりｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ 3F 眼 
医療法人社団千秋双葉会 双葉耳鼻咽喉科 緑区おゆみ野3-2-5 K's ｽﾃ-ｼｮﾝ 202 耳、ア 
かまとり皮ふ科 緑区おゆみ野3-18-2 ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ鎌取1F 皮 
おゆみの皮フ科医院 緑区おゆみ野3-17-2 ｸﾞﾗｽｽｸｴｱ六番館101 皮 
医療法人社団健育会 さとう小児科医院 緑区おゆみ野3-22-6かまとりｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ4階 小、ア 
みどり眼科クリニック 緑区おゆみ野3-16ゆみーる4F 眼 
鎌取メンタルクリニック 緑区おゆみ野3-17-7沖ﾋﾞﾙ A棟2階 神、精、心療 
鎌取セントラルクリニック 緑区おゆみ野4-12-5 内、小、皮、胃、循、放 
ひらた内科･小児科クリニック 緑区おゆみ野5-58-8 内、小、ア 
おゆみの耳鼻咽喉科 緑区おゆみ野5-58-8 耳 

医療法人社団みどりクリニック 緑区おゆみ野中央1-18-3 
内、循環器内科、ｱ、 
呼吸器内科、小 

こんだこども医院 緑区おゆみ野中央1-25-7 小 
医療法人社団ﾌｧｰﾃｨﾙ みやけｳｨﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ 緑区おゆみ野中央1-18-5 産、婦 

医療法人社団史輝会おゆみ野ﾚｲﾝﾎﾞｰ皮ふ科
緑区おゆみ野中央2-3-1 
おゆみ野ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ 203号室 

皮、小児皮膚科、ア 

ゲートウェイクリニックおゆみ野中央 緑区おゆみ野中央2-3-1 内、外 
福元クリニック 緑区おゆみ野中央4-34-6 内、皮 
医療法人社団幸樹会 おゆみのクリニック 緑区おゆみ野中央4-26-4 内、外、胃、小 

山本医院 緑区おゆみ野中央4-23-5 
内、消、循、呼、小、皮、放、ﾘﾊ、

外、整、耳、神、精、泌、眼、婦

小池皮膚科 緑区おゆみ野中央7-1-1 皮 
ちばグリーン整形外科 緑区おゆみ野中央7-34-3 整、リハ 
医療法人社団星瞳会 まなこどもｸﾘﾆｯｸ 緑区おゆみ野中央7-9-2 小 
内科・循環器内科やまだクリニック 緑区おゆみ野中央7-34-3 内、循環器内科 
あずま腎クリニック 緑区おゆみ野中央7-34-4 腎臓内科、人工透析内科、内
にこにこ胃腸科・整形外科 緑区おゆみ野中央7-9-2 胃、整、外、内 
鈴木脳神経外科クリニック 緑区おゆみ野南1-1-15 脳、内、整 
おゆみ野眼科クリニック 緑区おゆみ野南1-20-1 眼 

医療法人社団寄命会 椎名崎クリニック 緑区おゆみ野南2-11-1 
内、消化器内科、腎臓内科、
血液透析内科 

花レディースクリニック 緑区おゆみ野南3-28-1 婦 
医療法人社団錦昌会 
千葉こどもとおとなの整形外科 

緑区おゆみ野南3-24-2 整、小児整形外科、ﾘﾊ、放

しののめ元山医院 緑区おゆみ野南5-18-3 内、皮、小、整 
おゆみ野フレッシュ眼科 緑区おゆみ野南5-18-5 眼 
医療法人社団ｱﾝﾀﾞﾝﾃきくちこどもｸﾘﾆｯｸ 緑区おゆみ野南6-2-4 小、ア 
医療法人社団恵信会 おゆみ野南医院 緑区刈田子町308-12 内、小、消 
佐野クリニック 緑区鎌取町81-4 内、胃、外、肛 
医療法人社団明康会 かない内科 緑区おゆみ野3-22-6 内、リウ、ア 
若新医院 緑区鎌取町131-34 内、循、リウ、ア、皮、小
医療法人社団総和会 武村内科医院 緑区高田町1084番地 内、消、神内 
医療法人社団阿呍の会 坂の上外科 緑区土気町311 外、胃、整、内、呼、ﾘﾊ、放、皮

医療法人社団至玄清秀会 篠崎医院 緑区土気町1632番地の6 内、消 
やまもとクリニック 緑区古市場町101番地 内、小、整、外、皮、胃、ﾘﾊ、ﾘｳ、ｱ、耳

医療法人社団圭恵会 すずらんクリニック 緑区辺田町2-12 
内、緩和ｹｱ内科、泌、精、
ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ内科、麻 

医療法人社団三敬会 忍足眼科医院 緑区誉田町1-959-5 眼 

医療法人社団詠冴会 千葉整形外科内科 緑区誉田町1-227-1 
整、内、外、形、脳、皮、
泌、ﾘｳ、消、ﾘﾊ 

竜産科婦人科医院 緑区誉田町2-23-223 産婦 
医療法人社団廣和会 おりはら耳鼻咽喉科 緑区誉田町2-2307 耳、ア、気 
忍足小児科医院 緑区誉田町2-2-493 小 
誉田医院 緑区誉田町2-2306 内、小 
いやしのメンタルクリニック誉田 緑区誉田町2-2307-161 精、心療 
田宮クリニック 緑区誉田町2丁目24-433 内、外、呼、リハ 
医療法人社団慶葉会 野崎医院 緑区誉田町2-24 内、小、胃 
医療法人社団雄恵会 時田クリニック 緑区誉田町2-2307-3 内、消、循、皮 
西郡整形外科 緑区誉田町2-24 整、リハ、リウ 
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診療所名 所在地 診療科目 
医療法人社団京葉会 池田クリニック 美浜区磯辺1-19-9 内、消化器内科 
医療法人社団 沼野胃腸科内科 美浜区磯辺3-24-6 胃、内 
医療法人社団千廣会 おおた小児科 美浜区磯辺4-15-24 小、循、ア、内 
いそべ利伊医院 美浜区磯辺5-14-1 内、小、放、リハ 
あいおいクリニック 美浜区磯辺5-10-1 ﾊﾟｰｸｼﾃｨ検見川浜西の街 内、循環器内科 
関根整形外科医院 美浜区磯辺5-14-2 整、外、リハ、リウ 
医療法人社団四輝会  伊藤小児科 美浜区磯辺6-5-3 小、ア 
医療法人社団三水会 北千葉整形外科美浜ｸﾘﾆｯｸ 美浜区稲毛海岸3-1-43 整、リハ、リウ 
社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会稲
毛診療所 

美浜区稲毛海岸4-11-3 内、小 

こん内科クリニック 美浜区稲毛海岸5-3-1 内、消化器内科、内視鏡内科
うたせ内科・呼吸器内科 美浜区打瀬1-11-1幕張ﾍﾞｲﾀｳﾝｱﾑｾﾞ2階 内、呼吸器内科、ア 
わらがいこどもクリニック 美浜区打瀬1-2-1幕張ﾍﾞｲﾀｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ3階 小 
打瀬並木道クリニック 美浜区打瀬1-2-1幕張ﾍﾞｲﾀｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 3F 内、外、消化器・乳腺外科
幕張ベイクリニック 美浜区打瀬2丁目16ﾊﾟﾃｨｵｽ17番街1F 小、内、ア、皮 
海浜パーククリニック 美浜区打瀬2-1-2 公園西の街5番館 内、小、皮 
医療法人社団滋聡会 うたせﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 美浜区打瀬3-4幕張ﾍﾞｲﾀｳﾝﾊﾟﾃｨｵｽ20番街101 内、循 
医療法人社団うたせ耳鼻咽喉科・ｱﾚﾙｷﾞｰ科 美浜区打瀬3-7 ﾊﾟﾃｨｵｽ 21番街 耳、ア 
医療法人社団和則会 玉井こどもｸﾘﾆｯｸ 美浜区打瀬3-5 ﾏﾘﾝﾌｫｰﾄ 2-102 小、ア 
いの皮フ科 美浜区打瀬3-5 ﾏﾘﾝﾌｫｰﾄ 2-101 皮 
医療法人社団嘉泉会 うたせ眼科 美浜区打瀬3-6幕張ﾍﾞｲﾀｳﾝﾐﾗﾏｰﾙ1-102号室 眼 
千葉市休日救急診療所 美浜区幸町1-3-9 内、小、外、眼、整、耳 
医療法人社団哲昇会 山﨑内科 美浜区幸町1-16-8幸町小澤ﾋﾞﾙ1階及び2階 内 
医療法人ｸﾞﾘｰﾝｴﾐﾈﾝｽ 古峡みはまｸﾘﾆｯｸ 美浜区幸町2-7-6 精、心療 
医療法人社団魁芙会 千葉ﾎﾟｰﾄﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 美浜区幸町1-2-2 桑田ﾋﾞﾙ 2F 内、ア、皮 
ガーデンタウンクリニック 美浜区幸町1-7-1-B1 内、小、外、胃、呼、皮、ｱ
幸町中央診療所 美浜区幸町2-12-6 内、小、胃、循、呼、肛 
しょうじゅクリニック 美浜区幸町2-1-24 内、腎臓内科 
公益財団法人ちば県民保健予防財団総合健
診ｾﾝﾀｰ 

美浜区新港32-14 
内、呼、消、循、外、婦、放、
心療、呼外、病理診断科 

医療法人社団小羊会 高洲訪問クリニック 美浜区高洲1-1-382 1階 内、人工透析内科 
医療法人社団前田記念 まえだ耳鼻咽喉科 美浜区高洲1-16-12横山ﾋﾞﾙ 1階 耳、気、ア 
医療法人社団  成瀬医院 美浜区高洲1-15-5 小、内 
ささき整形リハビリテーションクリニック 美浜区高洲1-21-1三基ﾋﾞﾙ 3F.4F リハ、整、内 

医療法人社団恒心会 遠藤クリニック 美浜区高洲1-15-4 
内、循環器内科、呼吸器内科、
糖尿病・代謝・内分泌内科 

医療法人社団THY とくやまクリニック 美浜区高洲1-21-1三基ﾋﾞﾙ 1F 内、糖尿病内科 
たなべ小児科医院 美浜区高洲2-3-22 小 
ましこ内科小児科医院 美浜区高洲2-2-19 内、小 
髙柳耳鼻咽喉科 美浜区高洲2-2-18 耳 

医療法人社団光静会  成田医院 美浜区高洲2-3-17 
内、小、消化器内科、 
循環器内科、呼吸器内科 

医療法人社団創志会千葉マリンクリニック 美浜区高洲3-15 ﾍﾞｲﾏｰｸｽｸｴｱ 1階 内、消化器内科、小、ｱ、皮
稲毛海岸神経科クリニック 美浜区高洲3-14-1和紅ﾋﾞﾙ 404号 神、精、心療 
医療法人社団順風会 杉田耳鼻咽喉科 美浜区高洲3-14-1 耳 
愛光クリニック 美浜区高洲3-14-7 多田屋ﾋﾞﾙ 1階 整、外、内、皮、ｱ、ﾘｳ、小、ﾘﾊ

医療法人社団明順会 瀬古眼科 美浜区高洲3-2-17 眼 
美浜神経内科 美浜区高洲3-23-2稲毛海岸ﾋﾞﾙ1F 101号室 神内、内 
医療法人社団慈洲会  瀬古医院 美浜区高洲3-2-17 内、婦 
いなげ海岸クリニック 美浜区高洲3-14-7多田屋ﾋﾞﾙ 3F 内、循、消 
あかねこどもクリニック 美浜区高洲3-20-45細矢ﾋﾞﾙ 2F 小 
美浜ひふクリニック 美浜区高洲3-14-1-204 皮 

医療法人社団桃舞会 たかはし医院 
美浜区高洲3-10-1 
ｻﾝﾌﾗﾜ-ﾋﾞﾚｯｼﾞ稲毛海岸3階C部分 

内、消化器内科、小 

医療法人社団聖史会 高洲公園心療医院 美浜区高洲3-22-2 ｱﾘｰﾑ稲毛海岸1F 心療、精 
医療法人社団健輝会 八木内科クリニック 美浜区高洲3-22-2 ｱﾘｰﾑ稲毛海岸1階 内、呼吸器内科、ア 
美浜ホームクリニック 美浜区高洲3-14-3園田ﾋﾞﾙ 602号室 内 
京葉眼科医院 美浜区高洲3-13-1 ﾏﾘﾝﾋﾟｱ 4F 眼 
高洲中央医院 美浜区高洲4-5-11 内、小、循、消、呼、リハ
医療法人社団協和会 稲浜クリニック 美浜区高浜4-7-3 外、肛、内、胃腸内科 
たかた整形外科 美浜区高浜5-17-3 整、リハ 
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診療所名 所在地 診療科目 
医療法人社団京葉会 池田クリニック 美浜区磯辺1-19-9 内、消化器内科 
医療法人社団 沼野胃腸科内科 美浜区磯辺3-24-6 胃、内 
医療法人社団千廣会 おおた小児科 美浜区磯辺4-15-24 小、循、ア、内 
いそべ利伊医院 美浜区磯辺5-14-1 内、小、放、リハ 
あいおいクリニック 美浜区磯辺5-10-1 ﾊﾟｰｸｼﾃｨ検見川浜西の街 内、循環器内科 
関根整形外科医院 美浜区磯辺5-14-2 整、外、リハ、リウ 
医療法人社団四輝会  伊藤小児科 美浜区磯辺6-5-3 小、ア 
医療法人社団三水会 北千葉整形外科美浜ｸﾘﾆｯｸ 美浜区稲毛海岸3-1-43 整、リハ、リウ 
社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会稲
毛診療所 

美浜区稲毛海岸4-11-3 内、小 

こん内科クリニック 美浜区稲毛海岸5-3-1 内、消化器内科、内視鏡内科
うたせ内科・呼吸器内科 美浜区打瀬1-11-1幕張ﾍﾞｲﾀｳﾝｱﾑｾﾞ2階 内、呼吸器内科、ア 
わらがいこどもクリニック 美浜区打瀬1-2-1幕張ﾍﾞｲﾀｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ3階 小 
打瀬並木道クリニック 美浜区打瀬1-2-1幕張ﾍﾞｲﾀｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 3F 内、外、消化器・乳腺外科
幕張ベイクリニック 美浜区打瀬2丁目16ﾊﾟﾃｨｵｽ17番街1F 小、内、ア、皮 
海浜パーククリニック 美浜区打瀬2-1-2 公園西の街5番館 内、小、皮 
医療法人社団滋聡会 うたせﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 美浜区打瀬3-4幕張ﾍﾞｲﾀｳﾝﾊﾟﾃｨｵｽ20番街101 内、循 
医療法人社団うたせ耳鼻咽喉科・ｱﾚﾙｷﾞｰ科 美浜区打瀬3-7 ﾊﾟﾃｨｵｽ 21番街 耳、ア 
医療法人社団和則会 玉井こどもｸﾘﾆｯｸ 美浜区打瀬3-5 ﾏﾘﾝﾌｫｰﾄ 2-102 小、ア 
いの皮フ科 美浜区打瀬3-5 ﾏﾘﾝﾌｫｰﾄ 2-101 皮 
医療法人社団嘉泉会 うたせ眼科 美浜区打瀬3-6幕張ﾍﾞｲﾀｳﾝﾐﾗﾏｰﾙ1-102号室 眼 
千葉市休日救急診療所 美浜区幸町1-3-9 内、小、外、眼、整、耳 
医療法人社団哲昇会 山﨑内科 美浜区幸町1-16-8幸町小澤ﾋﾞﾙ1階及び2階 内 
医療法人ｸﾞﾘｰﾝｴﾐﾈﾝｽ 古峡みはまｸﾘﾆｯｸ 美浜区幸町2-7-6 精、心療 
医療法人社団魁芙会 千葉ﾎﾟｰﾄﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 美浜区幸町1-2-2 桑田ﾋﾞﾙ 2F 内、ア、皮 
ガーデンタウンクリニック 美浜区幸町1-7-1-B1 内、小、外、胃、呼、皮、ｱ
幸町中央診療所 美浜区幸町2-12-6 内、小、胃、循、呼、肛 
しょうじゅクリニック 美浜区幸町2-1-24 内、腎臓内科 
公益財団法人ちば県民保健予防財団総合健
診ｾﾝﾀｰ 

美浜区新港32-14 
内、呼、消、循、外、婦、放、
心療、呼外、病理診断科 

医療法人社団小羊会 高洲訪問クリニック 美浜区高洲1-1-382 1階 内、人工透析内科 
医療法人社団前田記念 まえだ耳鼻咽喉科 美浜区高洲1-16-12横山ﾋﾞﾙ 1階 耳、気、ア 
医療法人社団  成瀬医院 美浜区高洲1-15-5 小、内 
ささき整形リハビリテーションクリニック 美浜区高洲1-21-1三基ﾋﾞﾙ 3F.4F リハ、整、内 

医療法人社団恒心会 遠藤クリニック 美浜区高洲1-15-4 
内、循環器内科、呼吸器内科、
糖尿病・代謝・内分泌内科 

医療法人社団THY とくやまクリニック 美浜区高洲1-21-1三基ﾋﾞﾙ 1F 内、糖尿病内科 
たなべ小児科医院 美浜区高洲2-3-22 小 
ましこ内科小児科医院 美浜区高洲2-2-19 内、小 
髙柳耳鼻咽喉科 美浜区高洲2-2-18 耳 

医療法人社団光静会  成田医院 美浜区高洲2-3-17 
内、小、消化器内科、 
循環器内科、呼吸器内科 

医療法人社団創志会千葉マリンクリニック 美浜区高洲3-15 ﾍﾞｲﾏｰｸｽｸｴｱ 1階 内、消化器内科、小、ｱ、皮
稲毛海岸神経科クリニック 美浜区高洲3-14-1和紅ﾋﾞﾙ 404号 神、精、心療 
医療法人社団順風会 杉田耳鼻咽喉科 美浜区高洲3-14-1 耳 
愛光クリニック 美浜区高洲3-14-7 多田屋ﾋﾞﾙ 1階 整、外、内、皮、ｱ、ﾘｳ、小、ﾘﾊ

医療法人社団明順会 瀬古眼科 美浜区高洲3-2-17 眼 
美浜神経内科 美浜区高洲3-23-2稲毛海岸ﾋﾞﾙ1F 101号室 神内、内 
医療法人社団慈洲会  瀬古医院 美浜区高洲3-2-17 内、婦 
いなげ海岸クリニック 美浜区高洲3-14-7多田屋ﾋﾞﾙ 3F 内、循、消 
あかねこどもクリニック 美浜区高洲3-20-45細矢ﾋﾞﾙ 2F 小 
美浜ひふクリニック 美浜区高洲3-14-1-204 皮 

医療法人社団桃舞会 たかはし医院 
美浜区高洲3-10-1 
ｻﾝﾌﾗﾜ-ﾋﾞﾚｯｼﾞ稲毛海岸3階C部分 

内、消化器内科、小 

医療法人社団聖史会 高洲公園心療医院 美浜区高洲3-22-2 ｱﾘｰﾑ稲毛海岸1F 心療、精 
医療法人社団健輝会 八木内科クリニック 美浜区高洲3-22-2 ｱﾘｰﾑ稲毛海岸1階 内、呼吸器内科、ア 
美浜ホームクリニック 美浜区高洲3-14-3園田ﾋﾞﾙ 602号室 内 
京葉眼科医院 美浜区高洲3-13-1 ﾏﾘﾝﾋﾟｱ 4F 眼 
高洲中央医院 美浜区高洲4-5-11 内、小、循、消、呼、リハ
医療法人社団協和会 稲浜クリニック 美浜区高浜4-7-3 外、肛、内、胃腸内科 
たかた整形外科 美浜区高浜5-17-3 整、リハ 
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診療所名 所在地 診療科目 
たかた眼科 美浜区高浜5-17-3 眼 
福山医院 美浜区高浜6-3-3 内、循、胃 

医療法人社団千葉白報会  
総合クリニック ドクターランド幕張 

美浜区豊砂1-13 
ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾓｰﾙ 1階 

内、消化器内科、循環器内科、
糖尿病内科、呼吸器内科、整、
皮、美容皮膚科、耳、眼、脳、
乳腺外科、小、小児耳鼻科、
小児皮膚科、ﾘﾊ、精 

東京ベイ先端医療・幕張クリニック 美浜区豊砂1-17 内、放射線診断科、腫瘍放射線科

医療法人社団樹徳会 海浜幕張眼科 美浜区中瀬1-3幕張ﾃｸﾉｶﾞｰﾃﾞﾝ F棟1階 眼 
医療法人鉄蕉会亀田総合病院附属幕張ｸﾘﾆﾂｸ 美浜区中瀬1-3 CD棟2階 内、外、婦、消、循、放 
医療法人鉄蕉会 亀田ＭＴＧクリニック 美浜区中瀬1-3 CB棟1F 内、消化器内科、婦 

医療法人社団扇心会 幕張ﾏﾘﾌﾞｸﾘﾆｯｸ 
美浜区中瀬2-6-1ﾜｰﾙﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾞｰﾃﾞﾝ
ﾏﾘﾌﾞｳｴｽﾄ 2階A0203号室 

内、外、泌、放、婦 

幕張ハートクリニック 美浜区ひび野1-7-1 内、循環器内科 

肌と歯のクリニック東京ベイ幕張 
美浜区ひび野2-3 
ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ幕張ﾀﾜｰ棟2階

皮、美、形 

舘野医院 美浜区幕張西2-5-3 内、放 
小林整形外科 美浜区幕張西2-5-1 整、リハ、リウ 

医療法人社団祥孝会 幕張西クリニック 
美浜区幕張西2-7-11 
ﾗｲｵﾝｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ幕張ﾌﾟﾗｻﾞ 1F4号室 

内、小、外、ア、消、リハ

たみたに小児科 美浜区幕張西3-3-1 小 
真砂クリニック 美浜区真砂1-12-12 外、整、内、胃 

川島産婦人科・内科 美浜区真砂1-12-11 
内、内分泌・代謝内科、産
婦、漢方内科、漢方婦人科

医療法人社団  森整形外科クリニック 美浜区真砂2丁目6番1号 整、リハ 
医療法人社団けやき会 なつめ皮ふ科 美浜区真砂2-14-15 皮 
由宇クリニック 美浜区真砂3-13-4 内、消、循 
医療法人社団 赤尾クリニック 美浜区真砂3-1-7 内、外、胃、皮、肛 
医療法人社団地山会 海浜整形外科 美浜区真砂4-17-18 整、リウ、心療、精 
新美浜整形外科 美浜区真砂4-1-10 ピア3Ｆ 整、リハ 
医療法人社団樹徳会 眼科美浜クリニック 美浜区真砂4丁目1番10号301C 眼 
高根産婦人科医院 美浜区真砂4-4-15 産婦、小 
深浦内科クリニック 美浜区真砂4-1-10ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ-ﾋﾟｱ3F 内、呼、消 
ぴあ心療クリニック 美浜区真砂4-1-10ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾋﾟｱ3F 精、心療 
ふじた耳鼻咽喉科 美浜区真砂4-2-6ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾓｰﾙﾌｪﾘｱ４F 耳 
医療法人社団明知会 海浜外科内科 美浜区真砂4-17-8 外、内、胃、肛 
とおやま医院 美浜区真砂5-11-2 泌、内 

【公民館】 
区 施設名 図書室 所在地 

中央(9館) 松ケ丘   中央区松ケ丘町257-2 
生浜 ○ 中央区生実町67-1 
新宿   中央区新宿2-16-14 
宮崎   中央区宮崎2-5-22 
葛城   中央区葛城2-9-2 
末広   中央区末広3-2-2 
椿森   中央区椿森6-1-11 
川戸   中央区川戸町403-1 
星久喜   中央区星久喜町615-7 

花見川(10館) 幕張 ○ 花見川区幕張町4-602 
花園   花見川区花園3-12-8 
犢橋   花見川区犢橋町162-1 
検見川 ○ 花見川区検見川町3-322-25 
花見川   花見川区柏井町1590-8 
さつきが丘 ○ 花見川区さつきが丘1-32-4 
こてはし台   花見川区横戸町861-4 
長作 ○ 花見川区長作町1722-1 
朝日ケ丘 ○ 花見川区朝日ケ丘1-1-30 
幕張本郷   花見川区幕張本郷2-19-33 

稲毛(9館) 小中台   稲毛区小仲台5-7-1 
黒砂   稲毛区黒砂2-4-18 
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区 施設名 図書室 所在地 
轟   稲毛区轟町1-12-3 
稲毛   稲毛区稲毛1-10-17 
千草台 ○ 稲毛区天台3-16-5 
草野 ○ 稲毛区園生町384-93 
山王 ○ 稲毛区六方町55-29 
都賀 ○ 稲毛区作草部2-8-53 
緑が丘 ○ 稲毛区宮野木町1807-3 

若葉(8館) 千城台   若葉区千城台西2-1-1 
更科 ○ 若葉区更科町2254-1 
白井   若葉区野呂町622-10 
加曽利   若葉区加曽利町892-6 
大宮 ○ 若葉区大宮町3221-2 
みつわ台 ○ 若葉区みつわ3-12-17 
若松 ○ 若葉区若松町2117-2 
桜木 ○ 若葉区桜木3-17-29 

緑(5館) 誉田 ○ 緑区誉田町1-789-49 
椎名   緑区富岡町290-1 
土気   緑区土気町1631-7 
越智 ○ 緑区越智町822-7 
おゆみ野   緑区おゆみ野中央2-7-6 

美浜(6館) 稲浜   美浜区稲毛海岸3-4-1 
幕張西 ○ 美浜区幕張西2-6-2 
磯辺 ○ 美浜区磯辺1-48-1 
幸町 ○ 美浜区幸町2-12-14 
高浜   美浜区高浜1-8-3 
打瀬   美浜区打瀬2-13 

【図書館】 
施設名 所在地 

中央図書館  中央区弁天3-7-7 
みやこ図書館 中央区都町3-11-3 
白旗分館 中央区白旗1-3-16 
花見川図書館 花見川区こてはし台5-9-7 
花見川団地分館 花見川区花見川3-31-101 
稲毛図書館 稲毛区小仲台5-1-1 
若葉図書館 若葉区千城台西2-1-1 
西都賀分館 若葉区西都賀2-8-8 
泉分館 若葉区野呂町622-10 
緑図書館 緑区おゆみ野3-15-2 
土気図書室 緑区土気町1634 
あすみが丘分館 緑区あすみが丘7-2-4 
美浜図書館 美浜区高洲3-12-1 
打瀬分館 美浜区打瀬2-13 

【博物館】 

【社会教育施設】 

 

 

施設名 所在地 
科学館 中央区中央4-5-1  Qiball 7～10階 
郷土博物館 中央区亥鼻1-6-1 
埋蔵文化財調査センター 中央区南生実町1210 
千葉市ゆかりの家・いなげ 稲毛区稲毛1－16－12 
加曽利貝塚博物館 若葉区桜木8-33-1 

施設名 所在地 
生涯学習センター 中央区弁天3-7-7 
南部青少年センター 中央区白旗1-3-16 
南部児童文化センター 中央区蘇我2-3-33 

－ 219 －



資料編【 Ⅳ 各種統計データ等 （４）市内施設等一覧 】 

- 219 - 

区 施設名 図書室 所在地 
轟   稲毛区轟町1-12-3 
稲毛   稲毛区稲毛1-10-17 
千草台 ○ 稲毛区天台3-16-5 
草野 ○ 稲毛区園生町384-93 
山王 ○ 稲毛区六方町55-29 
都賀 ○ 稲毛区作草部2-8-53 
緑が丘 ○ 稲毛区宮野木町1807-3 

若葉(8館) 千城台   若葉区千城台西2-1-1 
更科 ○ 若葉区更科町2254-1 
白井   若葉区野呂町622-10 
加曽利   若葉区加曽利町892-6 
大宮 ○ 若葉区大宮町3221-2 
みつわ台 ○ 若葉区みつわ3-12-17 
若松 ○ 若葉区若松町2117-2 
桜木 ○ 若葉区桜木3-17-29 

緑(5館) 誉田 ○ 緑区誉田町1-789-49 
椎名   緑区富岡町290-1 
土気   緑区土気町1631-7 
越智 ○ 緑区越智町822-7 
おゆみ野   緑区おゆみ野中央2-7-6 

美浜(6館) 稲浜   美浜区稲毛海岸3-4-1 
幕張西 ○ 美浜区幕張西2-6-2 
磯辺 ○ 美浜区磯辺1-48-1 
幸町 ○ 美浜区幸町2-12-14 
高浜   美浜区高浜1-8-3 
打瀬   美浜区打瀬2-13 

【図書館】 
施設名 所在地 

中央図書館  中央区弁天3-7-7 
みやこ図書館 中央区都町3-11-3 
白旗分館 中央区白旗1-3-16 
花見川図書館 花見川区こてはし台5-9-7 
花見川団地分館 花見川区花見川3-31-101 
稲毛図書館 稲毛区小仲台5-1-1 
若葉図書館 若葉区千城台西2-1-1 
西都賀分館 若葉区西都賀2-8-8 
泉分館 若葉区野呂町622-10 
緑図書館 緑区おゆみ野3-15-2 
土気図書室 緑区土気町1634 
あすみが丘分館 緑区あすみが丘7-2-4 
美浜図書館 美浜区高洲3-12-1 
打瀬分館 美浜区打瀬2-13 

【博物館】 

【社会教育施設】 

 

 

施設名 所在地 
科学館 中央区中央4-5-1  Qiball 7～10階 
郷土博物館 中央区亥鼻1-6-1 
埋蔵文化財調査センター 中央区南生実町1210 
千葉市ゆかりの家・いなげ 稲毛区稲毛1－16－12 
加曽利貝塚博物館 若葉区桜木8-33-1 

施設名 所在地 
生涯学習センター 中央区弁天3-7-7 
南部青少年センター 中央区白旗1-3-16 
南部児童文化センター 中央区蘇我2-3-33 
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【小学校】 
学校名 住所 

院内小学校 中央区祐光1-25-3 
生浜小学校 中央区浜野町1335 
生浜西小学校 中央区塩田町316-1 
生浜東小学校 中央区生実町1928 
大森小学校 中央区大森町268 
川戸小学校 中央区川戸町450 
寒川小学校 中央区寒川町1-205 
新宿小学校 中央区新宿2-15-1 
蘇我小学校 中央区今井3-15-32 
大巌寺小学校 中央区大巖寺町375 
鶴沢小学校 中央区鶴沢町21-1 
仁戸名小学校 中央区仁戸名町380 
登戸小学校 中央区登戸2-11-1 
弁天小学校 中央区弁天1-21-2 
星久喜小学校 中央区星久喜町1060 
本町小学校 中央区本町2-6-23 
松ケ丘小学校 中央区松ケ丘町580 
都小学校 中央区都町1129 
宮崎小学校 中央区宮崎2-3-13 
朝日ケ丘小学校 花見川区朝日ケ丘2-6-1 
上の台小学校 花見川区幕張本郷4-8-1 
柏井小学校 花見川区柏井4-48-1 
検見川小学校 花見川区検見川町3-322-23 
犢橋小学校 花見川区犢橋町774 
こてはし台小学校 花見川区こてはし台2-28-1 
作新小学校 花見川区作新台7-2-1 
さつきが丘西小学校 花見川区さつきが丘2-14 
さつきが丘東小学校 花見川区さつきが丘1-7 
長作小学校 花見川区長作町1273 
西小中台小学校 花見川区西小中台3-1 
西の谷小学校 花見川区幕張本郷3-22-6 
畑小学校 花見川区畑町1385-1 
花島小学校 花見川区花見川8-1 
花園小学校 花見川区花園4-1-2 
花見川第一小学校 花見川区花見川4-1 
花見川第二小学校 花見川区花見川6-1 
花見川第三小学校 花見川区花見川1-1 
幕張小学校 花見川区幕張町4-781 
幕張東小学校 花見川区幕張町4-681 
幕張南小学校 花見川区幕張町3-7718 
瑞穂小学校 花見川区瑞穂1-2 
横戸小学校 花見川区横戸町1005 
あやめ台小学校 稲毛区園生町446-1 
稲丘小学校 稲毛区稲丘町19-30 
稲毛小学校 稲毛区稲毛町5-534-5 
柏台小学校 稲毛区園生町588 
草野小学校 稲毛区園生町1385 
小中台小学校 稲毛区小仲台6-34-1 
小中台南小学校 稲毛区小仲台8-15-1 
山王小学校 稲毛区山王町121 
園生小学校 稲毛区小仲台9-30-1 
千草台小学校 稲毛区天台5-11-1 
千草台東小学校 稲毛区作草部町1298-1 
都賀小学校 稲毛区作草部町938 
轟町小学校 稲毛区轟町3-4-30 
緑町小学校 稲毛区緑町2-13-1 
宮野木小学校 稲毛区宮野木町2100 
弥生小学校 稲毛区弥生町3-18 
大宮小学校 若葉区大宮台7-8-1 
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学校名 住所 
大宮台小学校 若葉区大宮町2082 
小倉小学校 若葉区小倉台5-1-1 
北貝塚小学校 若葉区貝塚町1093 
坂月小学校 若葉区坂月町298 
桜木小学校 若葉区桜木3-26-1 
更科小学校 若葉区更科町2073 
白井小学校 若葉区野呂町215 
千城小学校 若葉区大宮町2655 
千城台旭小学校 若葉区千城台東3-18-1 
千城台北小学校 若葉区千城台北1-4-1 
千城台西小学校 若葉区千城台西2-21-1 
千城台東小学校 若葉区千城台東1-15-1 
千城台南小学校 若葉区千城台南1-19-1 
都賀の台小学校 若葉区都賀の台2-13-1 
みつわ台北小学校 若葉区みつわ台3-5-1 
みつわ台南小学校 若葉区みつわ台1-17-1 
源小学校 若葉区源町541-6 
若松小学校 若葉区若松町360-1 
若松台小学校 若葉区若松台2-25-1 
あすみが丘小学校 緑区あすみが丘6-2 
有吉小学校 緑区おゆみ野1-53 
泉谷小学校 緑区おゆみ野中央4-3 
扇田小学校 緑区おゆみ野中央1-26 
大木戸小学校 緑区大木戸町317 
大椎小学校 緑区あすみが丘6-38 
越智小学校 緑区越智町705-359 
おゆみ野南小学校 緑区おゆみ野南4-26 
金沢小学校 緑区おゆみ野南5-31 
小谷小学校 緑区おゆみ野4-45 
椎名小学校 緑区茂呂町582 
土気小学校 緑区土気町1634-2 
土気南小学校 緑区あすみが丘4-16 
平山小学校 緑区辺田町141 
誉田小学校 緑区誉田町1-27 
誉田東小学校 緑区誉田町2-21-84 
磯辺小学校 美浜区磯辺4-16-1 
磯辺第三小学校 美浜区磯辺1-25-1 
稲毛第二小学校 美浜区稲毛海岸5-7-1 
稲浜小学校 美浜区稲毛海岸2-3-2 
打瀬小学校 美浜区打瀬1-3-1 
海浜打瀬小学校 美浜区打瀬3-3-1 
幸町小学校 美浜区幸町2-12-12 
幸町第三小学校 美浜区幸町1-10-1 
高洲小学校 美浜区高洲2-2-20 
高洲第三小学校 美浜区高洲3-3-11 
高洲第四小学校 美浜区高洲1-15-1 
高浜第一小学校 美浜区高浜1-4-1 
高浜海浜小学校 美浜区高浜4-8-2 
幕張西小学校 美浜区幕張西2-8-1 
真砂第五小学校 美浜区真砂1-12-15 
真砂西小学校 美浜区真砂4-5-1 
真砂東小学校 美浜区真砂2-13-1 
美浜打瀬小学校 美浜区打瀬2-18-1 

【中学校】 
学校名 住所

生浜中学校 中央区南生実町258
葛城中学校 中央区葛城2-9-1
川戸中学校 中央区川戸町443
新宿中学校 中央区問屋町1-73
末広中学校 中央区末広2-10-1
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学校名 住所 
大宮台小学校 若葉区大宮町2082 
小倉小学校 若葉区小倉台5-1-1 
北貝塚小学校 若葉区貝塚町1093 
坂月小学校 若葉区坂月町298 
桜木小学校 若葉区桜木3-26-1 
更科小学校 若葉区更科町2073 
白井小学校 若葉区野呂町215 
千城小学校 若葉区大宮町2655 
千城台旭小学校 若葉区千城台東3-18-1 
千城台北小学校 若葉区千城台北1-4-1 
千城台西小学校 若葉区千城台西2-21-1 
千城台東小学校 若葉区千城台東1-15-1 
千城台南小学校 若葉区千城台南1-19-1 
都賀の台小学校 若葉区都賀の台2-13-1 
みつわ台北小学校 若葉区みつわ台3-5-1 
みつわ台南小学校 若葉区みつわ台1-17-1 
源小学校 若葉区源町541-6 
若松小学校 若葉区若松町360-1 
若松台小学校 若葉区若松台2-25-1 
あすみが丘小学校 緑区あすみが丘6-2 
有吉小学校 緑区おゆみ野1-53 
泉谷小学校 緑区おゆみ野中央4-3 
扇田小学校 緑区おゆみ野中央1-26 
大木戸小学校 緑区大木戸町317 
大椎小学校 緑区あすみが丘6-38 
越智小学校 緑区越智町705-359 
おゆみ野南小学校 緑区おゆみ野南4-26 
金沢小学校 緑区おゆみ野南5-31 
小谷小学校 緑区おゆみ野4-45 
椎名小学校 緑区茂呂町582 
土気小学校 緑区土気町1634-2 
土気南小学校 緑区あすみが丘4-16 
平山小学校 緑区辺田町141 
誉田小学校 緑区誉田町1-27 
誉田東小学校 緑区誉田町2-21-84 
磯辺小学校 美浜区磯辺4-16-1 
磯辺第三小学校 美浜区磯辺1-25-1 
稲毛第二小学校 美浜区稲毛海岸5-7-1 
稲浜小学校 美浜区稲毛海岸2-3-2 
打瀬小学校 美浜区打瀬1-3-1 
海浜打瀬小学校 美浜区打瀬3-3-1 
幸町小学校 美浜区幸町2-12-12 
幸町第三小学校 美浜区幸町1-10-1 
高洲小学校 美浜区高洲2-2-20 
高洲第三小学校 美浜区高洲3-3-11 
高洲第四小学校 美浜区高洲1-15-1 
高浜第一小学校 美浜区高浜1-4-1 
高浜海浜小学校 美浜区高浜4-8-2 
幕張西小学校 美浜区幕張西2-8-1 
真砂第五小学校 美浜区真砂1-12-15 
真砂西小学校 美浜区真砂4-5-1 
真砂東小学校 美浜区真砂2-13-1 
美浜打瀬小学校 美浜区打瀬2-18-1 

【中学校】 
学校名 住所

生浜中学校 中央区南生実町258
葛城中学校 中央区葛城2-9-1
川戸中学校 中央区川戸町443
新宿中学校 中央区問屋町1-73
末広中学校 中央区末広2-10-1
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学校名 住所
蘇我中学校 中央区白旗1-5-3
椿森中学校 中央区椿森4-1-1
星久喜中学校 中央区星久喜町823
松ケ丘中学校 中央区松ケ丘町440
朝日ケ丘中学校 花見川区朝日ケ丘2-4-1
天戸中学校 花見川区天戸町1429
犢橋中学校 花見川区三角町656-2
こてはし台中学校 花見川区こてはし台5-15-1
さつきが丘中学校 花見川区さつきが丘2-15
花園中学校 花見川区花園4-1-1
花見川中学校 花見川区花見川6-2
幕張中学校 花見川区幕張町4-45
幕張本郷中学校 花見川区幕張本郷5-18-1
緑が丘中学校 花見川区犢橋町213-4
稲毛中学校 稲毛区稲毛町5-120
草野中学校 稲毛区園生町1397
小中台中学校 稲毛区小仲台9-46-2
千草台中学校 稲毛区千草台2-3-1
都賀中学校 稲毛区作草部町1306-1
轟町中学校 稲毛区轟町3-5-14
緑町中学校 稲毛区緑町2-3-1
大宮中学校 若葉区大宮町2077
貝塚中学校 若葉区貝塚1-7-1
加曽利中学校 若葉区加曽利町961-5
更科中学校 若葉区更科町2112
山王中学校 若葉区若松町774
白井中学校 若葉区野呂町623
千城台西中学校 若葉区千城台西2-20-1
千城台南中学校 若葉区千城台南1-20-1
若松中学校 若葉区若松町2106-2
みつわ台中学校 若葉区みつわ台2-41-1
有吉中学校 緑区おゆみ野2-41
泉谷中学校 緑区おゆみ野中央4-2
大椎中学校 緑区あすみが丘8-26
越智中学校 緑区越智町651
おゆみ野南中学校 緑区おゆみ野南5-25
土気中学校 緑区土気町1400
土気南中学校 緑区あすみが丘4-38
誉田中学校 緑区誉田町1-138
磯辺中学校 美浜区磯辺1-50-1
稲毛高附属中学校 美浜区高浜3-1-1
稲浜中学校 美浜区稲毛海岸2-3-3
打瀬中学校 美浜区打瀬3-12-1
幸町第一中学校 美浜区幸町2-12-7
幸町第二中学校 美浜区幸町1-10-2
高洲第一中学校 美浜区高洲2-3-18
高洲第二中学校 美浜区高洲4-4-3
高浜中学校 美浜区高浜4-8-1
幕張西中学校 美浜区幕張西2-9-1
真砂中学校 美浜区真砂5-18-2

【高等学校】 
区分 高等学校名 所在地 
市立 千葉 稲毛区小仲台9-46-1

稲毛 美浜区高浜3-1-1
県立 生浜 中央区塩田町372

千葉 中央区葛城1-5-2
千葉工業 中央区今井町1478
千葉商業 中央区松波2-22-48
千葉南 中央区花輪町45-3
柏井 花見川区柏井町1452
犢橋 花見川区千種町381-1
京葉工業 稲毛区穴川4-11-32
千葉北 稲毛区長沼町153
千葉女子 稲毛区小仲台5-10-1
千葉東 稲毛区轟町1-18-52

－ 222 －



資料編【 Ⅳ 各種統計データ等 （４）市内施設等一覧 】 

- 223 - 

区分 高等学校名 所在地 
泉 若葉区高根町875-1
千葉大宮 若葉区大宮町2699-1
千城台 若葉区千城台西2-1-1
若松 若葉区若松町429
土気 緑区あすみが丘東2-24-1
磯辺 美浜区磯辺2-7-1
検見川 美浜区真砂4-17-1
千葉西 美浜区磯辺3-30-3
幕張総合 美浜区若葉3-1-6

私立 植草学園大学附属 中央区弁天2-8-9
千葉聖心 中央区道場北1-17-6
千葉明徳 中央区南生実町1412
明聖 中央区本千葉町10-23
敬愛学園 稲毛区穴川1-5-21
千葉経済大学附属 稲毛区轟町4-3-30
桜林 若葉区桜木北1-17-32
渋谷教育学園幕張 美浜区若葉1-3
昭和学院秀英 美浜区若葉1-2

【コミュニティセンター】 
名称 住所 

中央コミュニティセンター 中央区千葉港2-1 
    〃    松波分室 中央区松波2-14-8 
蘇我コミュニティセンター 中央区今井1-14-35 
畑コミュニティセンター 花見川区畑町1336-2 
幕張コミュニティセンター 花見川区幕張町3-7730-4  
花島コミュニティセンター 花見川区花島町308 花島公園センター内 
穴川コミュニティセンター 稲毛区穴川4-12-3 
長沼コミュニティセンター 稲毛区長沼町461-8 
都賀コミュニティセンター 若葉区都賀4-20-1 
千城台コミュニティセンター 若葉区千城台西2-1-1 
鎌取コミュニティセンター 緑区おゆみ野3-15-2 
土気 あすみが丘 プラザ 緑区あすみが丘7-2-4 
高洲コミュニティセンター 美浜区高洲3-12-1 
真砂コミュニティセンター 美浜区真砂4-1-7 

【スポーツ施設】 
名称 住所 

千葉ポートアリーナ 中央区問屋町1-20 
千葉公園スポーツ施設 中央区弁天3-1-1 
青葉の森スポーツプラザ 中央区青葉町654 
武道館 中央区末広2-11-24 
宮崎スポーツ広場 中央区宮崎2-5-26 
こてはし温水プール 花見川区三角町750 
犢橋公園野球場 花見川区三角町656-4 
花島公園スポーツ施設 花見川区花島町308 
宮野木スポーツセンター 稲毛区宮野木町2150-4 
北谷津温水プール 若葉区北谷津町237-1 
中田スポーツセンター 若葉区中田町1200-1 
みつわ台第2公園スポーツ施設 若葉区みつわ台3-3-1 
千葉市民ゴルフ場 若葉区下田町1005 
大宮スポーツ広場 若葉区大宮町3417 
有吉公園スポーツ施設 緑区おゆみ野有吉34-1 
古市場公園スポーツ施設 緑区古市場474-277 
高洲市民プール 美浜区高洲4-2-1 
幸町公園水泳プール 美浜区幸町1-4 
稲毛海浜公園スポーツ施設 美浜区高浜7-1-3 
高浜庭球場 美浜区高浜2-1 
稲毛ヨットハーバー 美浜区磯辺2-8-1 
アクアリンクちば 美浜区新港224-1 
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区分 高等学校名 所在地 
泉 若葉区高根町875-1
千葉大宮 若葉区大宮町2699-1
千城台 若葉区千城台西2-1-1
若松 若葉区若松町429
土気 緑区あすみが丘東2-24-1
磯辺 美浜区磯辺2-7-1
検見川 美浜区真砂4-17-1
千葉西 美浜区磯辺3-30-3
幕張総合 美浜区若葉3-1-6

私立 植草学園大学附属 中央区弁天2-8-9
千葉聖心 中央区道場北1-17-6
千葉明徳 中央区南生実町1412
明聖 中央区本千葉町10-23
敬愛学園 稲毛区穴川1-5-21
千葉経済大学附属 稲毛区轟町4-3-30
桜林 若葉区桜木北1-17-32
渋谷教育学園幕張 美浜区若葉1-3
昭和学院秀英 美浜区若葉1-2

【コミュニティセンター】 
名称 住所 

中央コミュニティセンター 中央区千葉港2-1 
    〃    松波分室 中央区松波2-14-8 
蘇我コミュニティセンター 中央区今井1-14-35 
畑コミュニティセンター 花見川区畑町1336-2 
幕張コミュニティセンター 花見川区幕張町3-7730-4  
花島コミュニティセンター 花見川区花島町308 花島公園センター内 
穴川コミュニティセンター 稲毛区穴川4-12-3 
長沼コミュニティセンター 稲毛区長沼町461-8 
都賀コミュニティセンター 若葉区都賀4-20-1 
千城台コミュニティセンター 若葉区千城台西2-1-1 
鎌取コミュニティセンター 緑区おゆみ野3-15-2 
土気 あすみが丘 プラザ 緑区あすみが丘7-2-4 
高洲コミュニティセンター 美浜区高洲3-12-1 
真砂コミュニティセンター 美浜区真砂4-1-7 

【スポーツ施設】 
名称 住所 

千葉ポートアリーナ 中央区問屋町1-20 
千葉公園スポーツ施設 中央区弁天3-1-1 
青葉の森スポーツプラザ 中央区青葉町654 
武道館 中央区末広2-11-24 
宮崎スポーツ広場 中央区宮崎2-5-26 
こてはし温水プール 花見川区三角町750 
犢橋公園野球場 花見川区三角町656-4 
花島公園スポーツ施設 花見川区花島町308 
宮野木スポーツセンター 稲毛区宮野木町2150-4 
北谷津温水プール 若葉区北谷津町237-1 
中田スポーツセンター 若葉区中田町1200-1 
みつわ台第2公園スポーツ施設 若葉区みつわ台3-3-1 
千葉市民ゴルフ場 若葉区下田町1005 
大宮スポーツ広場 若葉区大宮町3417 
有吉公園スポーツ施設 緑区おゆみ野有吉34-1 
古市場公園スポーツ施設 緑区古市場474-277 
高洲市民プール 美浜区高洲4-2-1 
幸町公園水泳プール 美浜区幸町1-4 
稲毛海浜公園スポーツ施設 美浜区高浜7-1-3 
高浜庭球場 美浜区高浜2-1 
稲毛ヨットハーバー 美浜区磯辺2-8-1 
アクアリンクちば 美浜区新港224-1 
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１ 調査名               インターネットモニターアンケート調査 

２ 調査期間       平成２６年８月１日～７日 

３ 調査対象モニター数   4,012人 【H21調査】2,040人 

４ 調査回答モニター数   1,041人（回答率 25.9％） 【H21調査】959人（回答率 47.0％） 

※ 割合（％）は複数選択の設問や、小数点第２位以下四捨五入のため、割合の合計が１００％にならな

い場合があります。 

（１） お住まいの地域では、どのような地域福祉活動が行われてい

ますか。 （いくつでも) 

※地域福祉とは、地域における福祉課題を地域住民等が「支え合

い」・「助け合い」等の活動を行い、課題解決のため協力して取り

組むものです。 

【H26 調査】

回答数 

（回答割合）

【H21 調査】 

回答数 

（回答割合） 

回答割合差

（H26-H21）

地域の情報提供 369 (35.4%) 108 (11.3%) (24.1%)

ひとり暮らしのお年寄りの安否確認や話し相手 228 (21.9%) 103 (10.7%) (11.2%)

地域内の防犯パトロール 563 (54.1%) 571 (59.5%) (▲ 5.4%)

家事手伝い・簡単な大工仕事（ごみ出し、庭木の手入れ、家財道具の修理） 110 (10.6%) 91 ( 9.5%) ( 1.1%)

病院など外出時の付き添い 64 ( 6.1%) 44 ( 4.6%) ( 1.5%)

買い物の代行 67 ( 6.4%) 51 ( 5.3%) ( 1.1%)

育児サークル 208 (20.0%) 280 (29.2%) (▲ 9.2%)

その他の活動 88 ( 8.5%) 88 ( 9.2%) (▲ 0.7%)

行われていない 183 (17.6%) 202 (21.1%) (▲ 3.5%)

 
（２） お住まいの地域で、地域福祉活動を行っている人たちは、ど

のような方ですか。 （いくつでも） 

※「社会福祉協議会」とは、法律に基づいて地域福祉の推進を図る

ことを目的として設立された民間の福祉団体。同会の趣旨に賛同

し、地域での活動を行うために組織された団体を「地区部会」と呼

び、現在市内６７団体組織されています。 

【H26 調査】

回答数 

（回答割合）

【H21 調査】 

回答数 

（回答割合） 

回答割合差

（H26-H21）

近所の人 259 (24.9%) 247 (25.8%) (▲ 0.9%)

友人・知人 80 ( 7.7%) 83 ( 8.7%) (▲ 1.0%)

民生委員・児童委員 377 (36.2%) 268 (27.9%) ( 8.3%)

町内会・自治会 535 (51.4%) 477 (49.7%) ( 1.7%)

老人会・老人クラブ 128 (12.3%) 120 (12.5%) (▲ 0.2%)

千葉市社会福祉協議会地区部会 ※ 124 (11.9%) 113 (11.8%) ( 0.1%)

ボランティアグループ・NPO 153 (14.7%) 177 (18.5%) (▲ 3.8%)

その他 116 (11.1%) 153 (16.0%) (▲ 4.9%)

 
（３） 望まれるご近所との関係はどのようなものですか。 

（１つだけ） 

【H26 調査】

回答数 

（回答割合）

【H21 調査】 

回答数 

（回答割合） 

回答割合差

（H26-H21）

なんでも相談し、助け合う 158 (15.2%) 99 (10.3%) ( 4.9%)

簡単な頼みごとができる 610 (58.6%) 632 (65.9%) (▲ 7.3%)

挨拶する程度 266 (25.6%) 222 (23.1%) ( 2.5%)

まったく付き合わずに生活する 7 ( 0.7%) 6 ( 0.6%) ( 0.1%)
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（４） 支援を必要とする方のために、地域福祉活動に参加すること

ができますか。  （１つだけ） 

【H26 調査】

回答数 

（回答割合）

【H21 調査】 

回答数 

（回答割合） 

回答割合差

（H26-H21）

すでに活動に参加している 91 ( 8.7%) 58 ( 6.0%) ( 2.7%)

今後、参加したいと思っている 99 ( 9.5%) 81 ( 8.4%) ( 1.1%)

時間に余裕があれば参加したい 357 (34.3%) 320 (33.4%) ( 0.9%)

交通費など実費が出れば参加したい 61 ( 5.9%) 56 ( 5.8%) ( 0.1%)

実費に加え、少額でも報酬があれば参加したい 104 (10.0%) 125 (13.0%) (▲ 3.0%)

関心があるが、どうしたらよいかわからない 233 (22.4%) 250 (26.1%) (▲ 3.7%)

関心がない 96 ( 9.2%) 69 ( 7.2%) ( 2.0%)

 
（５） 地域福祉活動において、どのような支援ができますか。 

（いくつでも） 

【H26 調査】

回答数 

（回答割合）

【H21 調査】 

回答数 

（回答割合） 

回答割合差

（H26-H21）

地域の情報提供 283 (27.2%) 243 (25.3%) ( 1.9%)

ひとり暮らしのお年寄りの安否確認や話し相手 311 (29.9%) 281 (29.3%) ( 0.6%)

地域内の防犯パトロール 399 (38.3%) 409 (42.6%) (▲ 4.3%)

家事手伝い・簡単な大工仕事（ごみ出し、庭木の手入れ、家財道具の修理） 193 (18.5%) 206 (21.5%) (▲ 3.0%)

病院など外出時の付き添い 122 (11.7%) 149 (15.5%) (▲ 3.8%)

買い物の代行 231 (22.2%) 273 (28.5%) (▲ 6.3%)

育児サークルの手伝い 183 (17.6%) 219 (22.8%) (▲ 5.2%)

その他の支援 172 (16.5%) 153 (16.0%) ( 0.5%)

できない 112 (10.8%) 98 (10.2%) ( 0.6%)

 
（６） 市民が地域福祉活動を行うためには、どのようなことが必要だと思いますか。（いくつでも） 回答数 （回答割合）

活動についての情報提供 621 (59.7%) 

身近な活動拠点 530 (50.9%) 

表彰などの仕組み 36 ( 3.5%) 

多少の実費や報酬 361 (34.7%) 

ボランティア休業などの制度 178 (17.1%) 

研修や講演会の開催 223 (21.4%) 

リーダーなどの人材育成 213 (20.5%) 

イベントなどの開催 220 (21.1%) 

ボランティア体験などの開催 245 (23.5%) 

特に必要ない 23 ( 2.2%) 

わからない 73 ( 7.0%) 
 

（７） 地域福祉の推進を目的としている、千葉市社会福祉協議会が行っている各種事業の

なかで、知っているものは何ですか。 （いくつでも） 
回答数 （回答割合）

地区部会活動への支援 218 (20.9%) 

ボランティア活動の推進（ボランティアセンターの運営） 231 (22.2%) 

資金の貸付（生活福祉資金・社会福祉事業資金） 84 ( 8.1%) 

寄付金の募集（赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金など） 384 (36.9%) 

あらゆる悩みごと・困りごとに対する相談（心配ごと相談所の運営） 115 (11.0%) 

広報啓発活動（社協だより、標語・ポスター・作文コンクール 等） 248 (23.8%) 

日常生活自立支援事業（成年後見支援センターの運営） 92 ( 8.8%) 

その他 18 ( 1.7%) 

特に知っている事業はない 287 (27.6%) 

社会福祉協議会を知らない 176 (16.9%) 
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（４） 支援を必要とする方のために、地域福祉活動に参加すること

ができますか。  （１つだけ） 

【H26 調査】

回答数 

（回答割合）

【H21 調査】 

回答数 

（回答割合） 

回答割合差

（H26-H21）

すでに活動に参加している 91 ( 8.7%) 58 ( 6.0%) ( 2.7%)

今後、参加したいと思っている 99 ( 9.5%) 81 ( 8.4%) ( 1.1%)

時間に余裕があれば参加したい 357 (34.3%) 320 (33.4%) ( 0.9%)

交通費など実費が出れば参加したい 61 ( 5.9%) 56 ( 5.8%) ( 0.1%)

実費に加え、少額でも報酬があれば参加したい 104 (10.0%) 125 (13.0%) (▲ 3.0%)

関心があるが、どうしたらよいかわからない 233 (22.4%) 250 (26.1%) (▲ 3.7%)

関心がない 96 ( 9.2%) 69 ( 7.2%) ( 2.0%)

 
（５） 地域福祉活動において、どのような支援ができますか。 

（いくつでも） 

【H26 調査】

回答数 

（回答割合）

【H21 調査】 

回答数 

（回答割合） 

回答割合差

（H26-H21）

地域の情報提供 283 (27.2%) 243 (25.3%) ( 1.9%)

ひとり暮らしのお年寄りの安否確認や話し相手 311 (29.9%) 281 (29.3%) ( 0.6%)

地域内の防犯パトロール 399 (38.3%) 409 (42.6%) (▲ 4.3%)

家事手伝い・簡単な大工仕事（ごみ出し、庭木の手入れ、家財道具の修理） 193 (18.5%) 206 (21.5%) (▲ 3.0%)

病院など外出時の付き添い 122 (11.7%) 149 (15.5%) (▲ 3.8%)

買い物の代行 231 (22.2%) 273 (28.5%) (▲ 6.3%)

育児サークルの手伝い 183 (17.6%) 219 (22.8%) (▲ 5.2%)

その他の支援 172 (16.5%) 153 (16.0%) ( 0.5%)

できない 112 (10.8%) 98 (10.2%) ( 0.6%)

 
（６） 市民が地域福祉活動を行うためには、どのようなことが必要だと思いますか。（いくつでも） 回答数 （回答割合）

活動についての情報提供 621 (59.7%) 

身近な活動拠点 530 (50.9%) 

表彰などの仕組み 36 ( 3.5%) 

多少の実費や報酬 361 (34.7%) 

ボランティア休業などの制度 178 (17.1%) 

研修や講演会の開催 223 (21.4%) 

リーダーなどの人材育成 213 (20.5%) 

イベントなどの開催 220 (21.1%) 

ボランティア体験などの開催 245 (23.5%) 

特に必要ない 23 ( 2.2%) 

わからない 73 ( 7.0%) 
 

（７） 地域福祉の推進を目的としている、千葉市社会福祉協議会が行っている各種事業の

なかで、知っているものは何ですか。 （いくつでも） 
回答数 （回答割合）

地区部会活動への支援 218 (20.9%) 

ボランティア活動の推進（ボランティアセンターの運営） 231 (22.2%) 

資金の貸付（生活福祉資金・社会福祉事業資金） 84 ( 8.1%) 

寄付金の募集（赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金など） 384 (36.9%) 

あらゆる悩みごと・困りごとに対する相談（心配ごと相談所の運営） 115 (11.0%) 

広報啓発活動（社協だより、標語・ポスター・作文コンクール 等） 248 (23.8%) 

日常生活自立支援事業（成年後見支援センターの運営） 92 ( 8.8%) 

その他 18 ( 1.7%) 

特に知っている事業はない 287 (27.6%) 

社会福祉協議会を知らない 176 (16.9%) 
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１ 市民説明会 

（１）概要 

 計画案の内容を市民の皆様にお知らせするとともに、計画案に対するご意見を伺う

ため、市民説明会を開催しました。 
 

（２）開催状況 

区 開催日 開催場所 

中央区 平成26年11月9日（日） 中央保健福祉センター 

花見川区 平成26年11月8日（土） 花見川保健福祉センター 

稲毛区 平成26年11月8日（土） 稲毛保健福祉センター 

若葉区 平成26年11月9日（日） 若葉保健福祉センター 

緑区 平成26年11月16日（日） 緑保健福祉センター 

美浜区 平成26年11月16日（日） 美浜保健福祉センター 

 

（３）主な意見 

 計画の内容に関すること 

・計画の検証・評価はどのように行うのか。また、実績の閲覧場所を記載してほしい。 

・子どもの遊ぶ場、居場所づくり等、子どもを取り巻く環境について検討してほしい。 

・自助、共助、公助という表現ではなく、自分ですること、お互いがすること、公のすること、のように、

千葉市独自の分かりやすい表現にしてはどうか。 

・第4章1（2）「相談や苦情の受付体制の充実」と、5（11）「相談体制と情報提供の充実」の違いが分かり

にくい。 

・取組項目が多く、実施主体が分かりにくい。 

・計画（案）は、白書のように事細かく記載されているが、重要なのは、計画書にも記載のとおり「地域の

取組みが拡充・進展していくための仕組みづくり」である。 

・美浜区計画に「こども110番のいえ」の記載があるので、計画に青少年育成員会との連携を加えてはどうか。

・区計画に統一性がないが、市の意向は反映されているのか。 

・若葉区内に寺子屋は何か所あり、どのように運営されているのか。社協に登録していない団体の活動は、

把握できていないのではないか。 

・自助の取組みが、今後どのように展開していくか記載してほしい。 

・計画（案）には、災害時における障害者、高齢者に対する支援の記載がないので検討してほしい。 

・美浜区計画「今後の課題」に、“集合住宅＝地域のつながりが希薄”ととれる記述があるが、集合住宅の

住人に失礼ではないか。美浜区の他の特徴を捉えて記載してはどうか。 

・具体的な数値目標、実績を閲覧できる場所を記載してほしい。 

・行方不明の認知症高齢者に対し、警察と行政が連携できないか。 
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 計画の推進に関すること 

・支援者と、支援を必要とする人を結びつける仕組みを考えてほしい。 

・第３期計画は、もっと地元に見えるかたちで作り、地域貢献したい人に活躍できる場を紹介してほしい。

・公助の取組みで、住民の実態把握、計画推進の基礎となる自治会の加入率向上を図る必要がある。 

・地域福祉に対する市民意識向上の施策を実施してほしい。 

・マンションでは、人材の確保が難しいことなどから自治会の結成が難しい。そこで、自治の理念には反す

るが、半公益性を理由に行政指導で自治会を組織してはどうか。 

・住民参加を主体とし、他の福祉やまちづくりに関する計画のバックボーンとなる計画なので、行政自ら団

体に説明に出向くなど、積極性をもって周知に努めてほしい。 

・計画推進の中心を地区部会と位置付けるのはよいが、現状のままではその役割を担えるか疑問。 

・地区部会は、より住民に開かれ、他の住民組織との交流を強化すべきで、地区部会を指導する立場の社協

には、その存在意義を考え、独創的な発想をもって支援にあたってほしい。 

・計画の監督・評価を行う推進協は、会議内容を具体的に公表し、計画の旗振り役としての機能を担えるよ

うにしてほしい。 

・“地域関係団体の支援→支援を必要とする人の把握及び支援者への情報提供→支援の実施”という一連の

流れの整備、強化が必要。 

・市・区、社協、町内会、民生委員など地域関係者間の情報共有、交流の機会が少ないので、いざという時

に連携できるか心配。連携がとれるよう市・区で音頭をとってほしい。 

・民生委員がいない町内自治会もあるなかで、市民対応ができるのか。 

・自助・共助・公助のもと、わかりやすい計画だと思う。リーフレットは、公民館や学校に配るなどして周

知に努めてほしい。 

・計画や地域活動の情報が、自治会未加入者にも伝わるようにしてほしい。 

・市政だよりの活用、自治会向けの説明会などを行い、計画の周知に努めてほしい。 

・地域に対して無関心な市民が多い中、計画の推進は大変だと思うが、実のあるものにしてほしい。 

・地区部会と住民には距離があるので、社協には指導してほしい。 

・地域福祉活動は、地元に足をついてこそできるので、社協に計画を実施させる市の考えに疑問。 

・地域福祉計画の理念や概念はなにか。公助に限界があるので共助に期待せざるを得ないのはわかるが、共

助に期待しすぎる地域福祉計画は筋が通っていないように感じる。 

・行政、ボランティア、市民それぞれの要求のミスマッチを如何に埋めるかが課題。 

 その他 

・現在、若葉区内で避難行動要支援者名簿の提供を受けているのは２団体のみで、災害時の支援体制として

十分でない。 

・災害時の見守りに関して、福祉と防災の２方面から指示がきているので一本化してほしい。 

・市・区役所に配置されている手話設置通訳者が不在の場合がよくある。 

・民生委員や町内自治会が連携し、地域に埋もれている聴覚障害者の対応を検討してほしい。 

・聴覚障害に対する正しい知識を身につけるため、講習会等を実施してほしい。 

・計画策定にあたって地区部会内でアンケートを実施し、地域福祉について考えるきっかけとなった。地区

部会エリア内の自治会の統率は容易ではないが、協力して取り組みたい。 

・具体的な活動項目を挙げてこそ、必要な人員・費用を算定し、予算化することができる。 
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 計画の推進に関すること 

・支援者と、支援を必要とする人を結びつける仕組みを考えてほしい。 

・第３期計画は、もっと地元に見えるかたちで作り、地域貢献したい人に活躍できる場を紹介してほしい。
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るが、半公益性を理由に行政指導で自治会を組織してはどうか。 
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・計画推進の中心を地区部会と位置付けるのはよいが、現状のままではその役割を担えるか疑問。 

・地区部会は、より住民に開かれ、他の住民組織との交流を強化すべきで、地区部会を指導する立場の社協

には、その存在意義を考え、独創的な発想をもって支援にあたってほしい。 

・計画の監督・評価を行う推進協は、会議内容を具体的に公表し、計画の旗振り役としての機能を担えるよ

うにしてほしい。 
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・市・区、社協、町内会、民生委員など地域関係者間の情報共有、交流の機会が少ないので、いざという時

に連携できるか心配。連携がとれるよう市・区で音頭をとってほしい。 

・民生委員がいない町内自治会もあるなかで、市民対応ができるのか。 

・自助・共助・公助のもと、わかりやすい計画だと思う。リーフレットは、公民館や学校に配るなどして周

知に努めてほしい。 

・計画や地域活動の情報が、自治会未加入者にも伝わるようにしてほしい。 

・市政だよりの活用、自治会向けの説明会などを行い、計画の周知に努めてほしい。 

・地域に対して無関心な市民が多い中、計画の推進は大変だと思うが、実のあるものにしてほしい。 

・地区部会と住民には距離があるので、社協には指導してほしい。 

・地域福祉活動は、地元に足をついてこそできるので、社協に計画を実施させる市の考えに疑問。 

・地域福祉計画の理念や概念はなにか。公助に限界があるので共助に期待せざるを得ないのはわかるが、共

助に期待しすぎる地域福祉計画は筋が通っていないように感じる。 

・行政、ボランティア、市民それぞれの要求のミスマッチを如何に埋めるかが課題。 

 その他 

・現在、若葉区内で避難行動要支援者名簿の提供を受けているのは２団体のみで、災害時の支援体制として

十分でない。 

・災害時の見守りに関して、福祉と防災の２方面から指示がきているので一本化してほしい。 

・市・区役所に配置されている手話設置通訳者が不在の場合がよくある。 

・民生委員や町内自治会が連携し、地域に埋もれている聴覚障害者の対応を検討してほしい。 

・聴覚障害に対する正しい知識を身につけるため、講習会等を実施してほしい。 

・計画策定にあたって地区部会内でアンケートを実施し、地域福祉について考えるきっかけとなった。地区

部会エリア内の自治会の統率は容易ではないが、協力して取り組みたい。 

・具体的な活動項目を挙げてこそ、必要な人員・費用を算定し、予算化することができる。 
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２ 「支え合いのまち千葉 推進計画（第３期千葉市地域福祉計画）（案）」に関する 

パブリックコメント手続  

（１）実施概要 

 ① 実 施 期 間  平成２７年２月２日（月）～３月２日（月） 
 ② 提 出 方 法  郵送、ファックス、電子メール、持参 
 ③ 意見提出数  １件（１人） 

 
（２）意見概要 

政府は福祉政策の中でも高齢者認知症対策を最重要課題に挙げていますが、それ

に千葉市が対応する計画としては、これでは具体策がなく、不十分だと思います。 

 福祉行政は実践が第一で、現実・現場・現物に立つ施策、手法、活動が実行され

るものでなければなりません。 

 深刻化する高齢社会に対して実効性のある施策を講じるならば、それは福祉行政

のシステムを抜本的に再構築する構想のもとに計画が立てられることが肝要であり

ます。 

 この「支え合いのまち千葉 推進計画」の基盤をなしている社会福祉協議会の組

織・制度の老朽化、老人クラブの形骸化、自治会連絡協議会の高齢化、そしてまた

地域包括支援センターという名のもとの特定介護事業者による囲い込み営業という

実態など、高齢者福祉を蝕んでいる構造的要因を改善することが、まず先決問題で

あると考えます。 

 痩せた畑では、どんな新しい種を蒔いても花は咲かない、実も結ばないでしょう。 

 その抜本的改革には、従来の行政管理型の踏襲から脱皮して、市民と行政の協働

による実践的福祉の仕組みを再構築するとともに、それを担うNPO法人、市民団体、

グループ及び人材を育成することが最優先課題であると考えます。 
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※ 表紙の絵は、平成２６年度千葉市社会福祉協議会の「福祉のまちづくり推進 福祉

体験 標語・ポスター・作文コンクール」で、会長賞〈小学校の部〉を受賞した作品

（仁戸名小学校 峰㟁雅也さん）です。 

支え合いのまち千葉 推進計画（平成27～29年度） 

～ 第３期千葉市地域福祉計画 ～ 
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