
　

通番号  本　　　　籍 住　　　所 氏　　名 性 別 生 年 月 日 死 亡 年 月 日

1
京都府京都市下京区西洞院通七条上る　福本町４１２
番地

千葉市若葉区若松町５３１番地１５２
ちば若葉グループホームそよ風

廣田　清之進 男 大正13年4月6日 平成28年3月3日

2 千葉県館山市二子１１８番地 千葉市中央区白旗２丁目２０番９号 グリーンビル４０３号 高梨　正行 男 昭和18年2月17日 平成28年4月10日

3 北海道旭川市旭町２条３丁目１１番地の３７ 千葉市中央区祐光２丁目３番２棟７０９号 小澤　勝 男 昭和11年4月7日 平成28年4月7日

4 東京都江戸川区北小岩４丁目１２２７番地 千葉市若葉区桜樹６丁目１７番２２号 やすらぎの会 菅原　悟 男 昭和22年3月11日 平成28年4月7日

5 熊本県上益郡御船町大字滝尾488番地 千葉県千葉市中央区白旗2丁目20番9号　グリーンビル200号 升星　憲四 男 昭和27年12月8日 平成28年4月28日

6 青森県南津軽郡大鰐字南無阿弥沢７番地２
千葉市中央区南生実町４６１番地２
ローゼンヴィラはま野

板垣　直一 男 大正14年8月9日 平成28年4月4日

7 山形県山形市七日町五丁目３７４番地 千葉県千葉市若葉区千城台南２－７－４５ 後藤　昌男 男 昭和16年12月3日 平成28年3月29日

8 千葉県香取郡東庄町栗野９９４番地 千葉市若葉区中野町１０７番地８  高齢者住宅あさがお 村田　康信 男 昭和11年2月15日 平成28年3月23日

9 熊本県球磨郡多良木町大字槻木２４９番地 千葉市若葉区中野町１０７番地８　高齢者住宅あさがお 黒木　末弘 男 昭和13年2月18日 平成28年5月23日

10 不詳 不詳 不詳 不詳 不詳 不詳

11 東京都江戸川区中央二丁目７０２番地 千葉市中央区末広三丁目９番１ さくらロイヤルホーム千葉末広 湯浅　睦夫 男 昭和7年9月24日 平成28年6月28日

12 東京都墨田区東向島１丁目２番地 千葉市花見川区柏井１丁目１１番８号 花見川プリンスハイム１０１ 仲條　美枝子 女 昭和3年10月22日 平成28年6月3日

13 千葉県君津市笹１８２２番地 千葉市花見川区宮野木第１－２４－２０ ふるさと花見川 本吉　静雄 男 昭和30年8月20日 平成28年3月27日

14 千葉県習志野市鷺沼台４丁目１２４５番地３ 千葉県千葉市稲毛区山王町１４２番地１ サニーライフ稲毛２３１号 讃岐　浩 男 昭和18年4月10日 平成28年4月22日

15 不明 千葉市花見川区幕張本郷２丁目１６－１９ セルティア１０２ 鈴木　健 男 昭和33年5月16日 平成28年3月4日

16 千葉県四街道市四街道１５３１番地 千葉市稲毛区稲毛町４丁目３７２番地４ ふるさと稲毛３号棟　２０１号 平　弘行 男 昭和26年7月25日 平成28年6月23日

17 千葉県千葉市花見川区花園５丁目４７番地 千葉県千葉市緑区下大和田町２３７６番地１号 土屋　博靖 男 昭和19年7月24日 平成28年5月15日

18 東京都目黒区中目黒１丁目３９０番地 千葉市花見川区千種町１７０番地２９ 佐々木　公恵 男 昭和26年10月5日 平成28年4月22日

19 宮城県仙台市宮城野区新田2丁目658番地 千葉市若葉区都賀２丁目１番１号　ゴールドサポート若葉２２７号 山田　寛 男 昭和38年3月30日 平成28年3月13日

20 千葉市花見川区畑町1369番地 千葉市中央区要町2番16号　ロザール東千葉505号 伊原　一郎 男 昭和22年8月29日 平成28年8月31日

21 千葉県山武郡芝山町新井田１８０番地 千葉市中央区都町３丁目６番８号　第２植草ビル３０５号 内田　辰夫 男 昭和27年10月11日 平成28年7月上旬頃推定

22 千葉県市川市国分３丁目２番 千葉市中央区都町３丁目２５番１０号 花沢アパート２０１号 伊澤　昭男 男 昭和14年2月21日 平成28年6月24日

23 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目421番地2 千葉市若葉区小倉台6丁目1159番地38 シルバーハイツ小倉台 井上　哲 男 昭和22年4月29日 平成28年9月6日

24 香川県三豊市豊中町上高野３４０７番地 千葉市若葉区殿台町５１６番地６号 日並　明良 男 昭和11年6月22日 平成28年7月19日

25 千葉県市原市姉崎８８６番地 千葉市若葉区桜木北３丁目２０番３４号　いづみの会 吉田　勝美 男 昭和21年8月2日 平成28年3月2日

26 長崎県西海市大島町１６８０番地 千葉市緑区あすみが丘２丁目６番地６　あすなろの会 久保川　靖主 男 昭和19年8月13日 平成28年7月10日

27 山形県最上郡金山町大字山崎三枝８６２番 千葉市若葉区中田町１０４１番地１　グループホーム宮田 柴田　孝夫 男 昭和14年9月18日 平成28年8月23日

28 福島県いわき市平上荒川字島田５３番地 千葉市若葉区下田町１３５７－１－１０１ 小黒　友良 男 昭和26年2月18日 平成28年7月12日

29 東京都江戸川区清新町一丁目１番 千葉県千葉市中央区大森町４０４番地８ 森林　好三 男 昭和23年8月26日 平成28年6月11日

30 神奈川県小田原市曽比２７９４番地 千葉市若葉区桜木7-7-40 らるご桜木 片山　輝子 女 昭和21年10月26日 平成28年3月26日

31 新潟県小千谷市真人町甲４７５番地 千葉市中央区祐光２丁目１４番６号　ハウスホタテ２Ｆ 田中　勝 男 昭和20年4月5日 平成28年6月23日

32 千葉市花見川区武石町２丁目１００４番地 千葉市花見川区幕張町６丁目７９番地９ 永和荘５号 外口　秀雄 男 昭和13年1月2日 平成28年3月26日

33 不詳 千葉県千葉市花見川区宮野木台１丁目２４番２０号   ふるさと花見川 吉沢　英義 男 昭和30年12月21日 平成28年11月11日

34 山形県最上郡大蔵村大字赤松９８７番地 千葉市花見川区朝日ヶ丘2丁目7番6号　ハイムにれの木204号 八鍬　義照 男 昭和21年2月12日 平成28年5月31日

35 千葉県千葉市検見川町２丁目８６番地１ 千葉市花見川区三角町２５番地１１ にじの家 鈴木　一夫 男 昭和24年2月12日 平成28年4月23日

　　令和３年２月１５日

　　下表のとおり

千葉市公告第１０５号

　桜木霊堂に収蔵している引取手のない焼骨のうち、収蔵（死亡日）から５年以上経過した焼骨について改葬することになりましたので、死亡
者の縁故者、焼骨の引取りを希望する方は、本公告の翌日から１年以内にお申し出ください。なお、期日までにお申出のない場合は、無縁仏と
して、東墓地に改葬することになりますのでご了承ください。

１　墳墓等所在地　　　千葉県千葉市若葉区桜木1丁目38番1号

２　墳墓等の名称　　　桜木霊堂

４　死亡者の本籍地、住所、氏名、性別、生年月日及び死亡年月日

　　　　　　千葉市長　熊　谷　俊　人

３　申出先　　　（1～138）保健福祉局保護課　（139～166）保健福祉局医療衛生部生活衛生課　（167～173）保健福祉局高齢障害部高齢福祉課

　　　　　　　　　電話043－245-5241　　　　　 電話043－245-5213　　　　                   電話043－245-5166

1/4



36 千葉市稲毛区園生町203番地 千葉市花見川区千種町204番地6　メープルハウスⅡ 笠川　まつせ 女 昭和10年12月12日 平成28年9月27日

37 東京都足立区中央本町５丁目２０９１番地 千葉市若葉区桜木７丁目７番４０号 らるご桜木２２２号 後藤　義文 男 昭和23年7月25日 平成28年10月1日

38 長野県長野市松代町東条２０３９番地 千葉市稲毛区長沼町１２８番地３　リリーフ稲毛寮 高野　稔 男 昭和40年11月6日 平成28年10月5日

39 宮城県仙台市青葉区春日町３番地１７ 千葉市稲毛区六方町５３番地１ 稲毛コーポ６号 山村　信雄 男 昭和18年12月29日 平成28年4月6日

40 千葉県銚子市明神町２丁目２１５番地２ 千葉市稲毛区千草台２丁目２番８棟３１１号 唐澤　義雄 男 昭和25年2月11日 平成28年6月下旬頃

41 千葉県鎌ケ谷市道野辺本町２丁目１０１６番地
千葉市稲毛区山王町３９番地１
メゾンリトルウッズＡ　２０２号

八島　光男 男 昭和36年1月6日 平成28年5月9日

42 千葉県柏市増尾５丁目１０５４番地７５ 千葉市若葉区若松町９８２番地７ 品田　嘉男 男 昭和4年11月10日 平成28年8月9日

43 東京都小金井市緑町二丁目２３５３番地
千葉市緑区誉田町２丁目２１番地５０
ハートケアライフ誉田

中川　浩爾 男 昭和27年9月13日 平成28年9月26日

44 石川県金沢市松村六丁目１２２番地
千葉市若葉区小倉台３丁目３番２号
レオパレスメゾン若葉台２０２号

石田　昌一 男 昭和33年12月17日 平成28年9月上旬頃

45 東京都杉並区阿佐谷南1丁目294番地 千葉市若葉区桜木8丁目19番7号 関根　淳史 男 昭和35年8月27日 平成28年6月11日

46 千葉県千葉市中央区蘇我２丁目１３２番地 千葉県市原市万田野７３２－６ 鴇田　とく 男 大正9年2月19日 平成28年11月16日

47 千葉県千葉市花見川区幕張町3丁目1090番地 千葉県千葉市花見川区幕張町3丁目1090番地 野中　利男 男 昭和40年12月22日 平成28年11月26日

48 大阪府大阪市北区池田町２１番地 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央６丁目５０番地１０　さくらの郷おゆみ野 林　幸男 男 昭和25年4月3日 平成28年5月7日

49 千葉県千葉市中央区椿森２丁目５４８番地 千葉県千葉市花見川区幕張町6丁目324番地　ツインパレスＡ棟103号 中嶋　保男 男 昭和19年12月22日 平成28年4月11日

50 千葉県白井市平塚1865番地 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2丁目16番19号　セルティア102号 中島　雅次 男 昭和20年3月25日 平成28年11月18日

51 北海道北見市泉町3丁目6番 千葉県千葉市花見川区宮野木台1丁目24-20　ふるさと花見川 三尋木　敬 男 昭和42年1月20日 平成28年10月3日

52 不　詳 千葉県千葉市花見川区宮野木台1丁目24-20　ふるさと花見川 田中　正 男 昭和21年2月12日 平成28年11月19日

53 千葉市花見川区花園2丁目6番 千葉市花見川区南花園1丁目13番10号　南花園ハイツ102号 豊田　勝好 男 昭和19年1月31日 平成28年11月25日

54 愛媛県温泉郡川内町大字川ノ内甲4960番地 千葉県千葉市花見川区幕張町5丁目417番地103　さくらの郷幕張 安藤　稔子 男 大正8年9月15日 平成28年7月5日

55
京都府京都市上京区室町通寺之内上る3丁目上柳原
町104番地

千葉県千葉市花見川区さつきが丘
1丁目34番12棟106号

一之瀨　眞理子 男 昭和23年1月23日 平成28年11月13日

56 千葉県千葉市若葉区殿台町226番地 千葉市若葉区貝塚2丁目9番53号 新輝荘202号 沼野　伸治 男 昭和34年2月3日 平成28年11月22日

57 秋田県大館市川口字長里２８１番地
千葉市若葉区桜木６丁目１８番２３号
やすらぎ荘Ⅲ２０５号

小松原　忠範 男 昭和24年6月1日 平成28年10月21日頃（推定）

58 宮城県石巻市尾崎字弘象２２番地３ 千葉市若葉区桜木６－１７－２２　やすらぎの会 千葉　正悦 男 昭和33年12月7日 平成28年11月5日

59 千葉県銚子市植松町６２７３番地 千葉市若葉区桜木北３丁目２０番３４号　いづみの会 星野　照夫 男 昭和22年2月15日 平成28年5月25日

60 宮城県登米市米山町中津山字粟ヶ崎３５番地
千葉市中央区宮崎町５４６－２４
オクトハウス２０２

大松澤　勝明 男 昭和20年5月5日 平成28年9月29日

61 千葉県千葉市中央区寒川町三丁目９９番地 千葉市中央区塩田町８０１番地 林　庄次 男 昭和5年8月21日 平成28年8月6日

62 東京都千代田区富士見２丁目６番地３
千葉市中央区大巌寺町３０５番地４４
田辺ハイツ１０２号

酒井　啓子 女 昭和18年10月9日 平成28年11月25日

63 千葉県銚子市新生町１丁目４１番地５１ 千葉市中央区南生実町９４番地１５８ 工藤　功 男 昭和20年6月13日 平成28年6月24日

64 韓国
千葉市若葉区若松町７９２番地１
養護老人ホーム清和園

国井　まさ子 女 大正11年5月6日 平成28年12月3日

65 東京都江戸川区松島４丁目１１５６番地
千葉市中央区院内１丁目２番２１号
フラッツ１００　３１６号

坂上　明裕 男 昭和35年6月1日 平成28年6月11日

66 千葉県千葉市中央区弁天２丁目３番地 千葉市稲毛区山王町１４２番地１　サニーライフ稲毛 川島　信二 男 昭和17年12月8日 平成28年9月29日

67 不詳 不詳 不詳 不詳 不詳 不詳

68 千葉県千葉市中央区港町１３番地１７ 千葉市中央区港町１３番地１７号 布施　けい 女 昭和6年9月17日 平成28年4月18日

69 不明 千葉市中央区新千葉１丁目１番１号 田中　義徳 男 昭和17年3月17日 平成28年5月2日

70 福島県会津若松市栄町４３９番地
千葉市中央区末広１丁目１４番９号
サンホームズ２０２号

広瀬　輝彦 男 昭和6年1月25日 平成28年12月18日

71 千葉県千葉市中央区稲荷町３－５－８ 千葉県千葉市中央区道場北１丁目２０番１２号 第２三船マンション４０３号 稲葉　和彦 男 昭和30年6月9日 平成28年12月28日

72 韓国籍
千葉市中央区蘇我３丁目２３番７８号
ハートピア故郷苑蘇我

尹　淨順 男 昭和16年10月20日 平成28年12月14日

73 静岡県富士宮市東町１１７８番地１ 千葉市若葉区中野町７２７番地１ 神山　安好 男 昭和6年7月25日 平成29年1月10日

74 千葉県千葉市稲毛区小仲台３丁目４番 千葉市若葉区中野町７２７番地１　グループホーム月の里 三上山　晃 男 昭和10年2月9日 平成28年10月12日

75 新潟県長岡市川口牛ケ島１１１１番地乙子 千葉市若葉区中野町７１１番地 高齢者住宅はるかぜ 丸山　省吾 男 昭和19年2月20日 平成28年12月19日

76 千葉県銚子市妙見町１６１７番地 千葉市若葉区桜木６丁目１７番２２号 ふるさと桜木 石神　公之 男 昭和36年10月12日 平成29年1月9日

77 岩手県釜石市箱崎町第７地割１１番地 千葉市若葉区中野町７１１番地 高齢者住宅はるかぜ 植田　陸生 男 昭和38年10月12日 平成28年8月6日

78 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内堀回字梺69番地 千葉市若葉区桜木北3丁目8番50号　イーグルハイツ206号 佐藤　忠治 男 昭和12年6月2日 平成28年7月15日

79 千葉県館山市館山１５１９番地 千葉市若葉区貝塚町２２５　白百合荘２０８号 岡田　和義 男 昭和26年7月4日 平成28年7月9日

80 千葉県千葉市若葉区下泉町816番地 千葉市若葉区桜木7丁目7番40号　らるご桜木223号 大川　孝夫 男 昭和17年1月31日 平成28年10月13日

81 埼玉県川口市本町１丁目２０番地５
千葉市若葉区大宮町１６４０番地８コーポ若竹

和田　尚二 男 昭和10年1月26日 平成28年12月5日
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82 徳島県阿南市長生町西方５００番地 千葉市若葉区桜木北３丁目２０番３４号　いづみの会 鈴木　弘幸 男 昭和29年3月14日 平成28年12月11日

83 千葉県千葉市花見川区千種町208番地 千葉市若葉区中田町1127番地10　㈱愛地 櫛引　哲哉 男 昭和31年4月18日 平成28年12月22日

84 千葉県千葉市中央区都町三丁目26番 千葉市若葉区みつわ台四丁目26番13号 中山ハイツ7号 青木　喜一 男 昭和22年7月22日 平成29年1月15日

85 千葉県船橋市北本町２丁目２９番 千葉市緑区おゆみ野中央６丁目５０番地１０ さくらの郷おゆみ野 中村　道善 男 昭和11年2月27日 平成28年12月29日

86 千葉県市原市島野１９６０番地 千葉市緑区土気町８２６番地　ひまわりの郷 三橋　秀夫 男 昭和12年6月12日 平成28年10月26日

87 東京都北区神谷１丁目５番地 千葉市緑区土気町８２６番地　ひまわりの郷 菅原　忠一 男 昭和21年9月27日 平成28年11月11日

88 鹿児島県肝属郡錦江町田代川原４１４９番地
千葉市緑区誉田町２丁目２４番地１５
はる有料老人ホーム

野口　逸美 男 昭和26年10月2日 平成29年1月22日

89 長野県上高井郡小布施町大字雁田７４４番地 千葉市若葉区更科町２５９２番地　医療法人総泉病院 堀　直人 男 昭和20年3月28日 平成28年10月13日

90 埼玉県川口市芝１丁目２４番地６ 千葉市緑区誉田町１丁目３８０番地１　グループホームのどか 鈴木　幸夫 男 昭和10年2月17日 平成28年9月24日

91 千葉県千葉市中央区仁戸名町４３９番地１ 千葉市中央区仁戸名町４８０番地２０　コーポ大和久２０３ 若竹　信則 男 昭和16年3月10日 平成28年10月1日

92 千葉県千葉市中央区仁戸名町４６６番地 千葉市中央区仁戸名町４６６番地 小倉　俊 男 昭和3年5月21日 平成28年5月26日

93 福井県越前市御幸町６１番地 千葉市中央区仁戸名町７２８番地 木原　正 男 昭和14年1月1日 平成28年9月17日

94 千葉県市川市国分７丁目１番 千葉市若葉区小倉台６－１１５９－３８　シルバーハイツ小倉台 大谷　潤一 男 昭和41年1月16日 平成28年7月26日

95 千葉県千葉市中央区大森町５０６番地 千葉市中央区白旗２－２０－９　グリーンビル５０２号 岡野　晴夫 男 昭和26年4月28日 平成29年2月4日

96 不明
中央区宮崎２－１－３２
アートヒルズ蘇我

内田　弘 男 昭和15年5月22日 平成28年5月10日

97 千葉県千葉市中央区稲荷町３－５－８ 千葉市中央区都町２丁目２０番１７号 稲葉　みや子 女 昭和36年8月1日 平成29年1月14日

98 日本 千葉市中央区椿森３－１７－３　ハウスウキウキ１０５号 渡部　嗣男 男 昭和29年7月2日 平成28年12月31日

99 東京都大田区大森本町２丁目１６４番地 千葉市稲毛区穴川２丁目１３番２７号　シンフォニーガーデン１０２号 宮嵜　武三 男 昭和13年6月5日 平成28年6月27日

100 静岡県駿東郡小山町小山１９０番地１４ 千葉市若葉区中野町７１１番地　高齢住宅はるかぜ 阿部　昌司 男 昭和15年7月2日 平成28年8月3日

101 茨城県つくば市中内４３６番地 千葉市若葉区都賀２丁目１番１号　ゴールドサポート若葉４２４号 塚本　三三男 男 昭和34年2月4日 平成28年7月15日

102 千葉県佐倉市臼井９７番地 千葉市若葉区中田町１０４４番地５５　いずみ苑 杉山　喜一郎 男 昭和13年2月25日 平成28年7月18日

103 千葉県千葉市若葉区千城台東４丁目１ 千葉市若葉区千城台東４丁目１番９棟３０２号 木村　智子 女 昭和29年12月27日 平成29年2月7日

104 千葉県千葉市緑区大椎町８１６番地 千葉市若葉区中野町１５３番地　グループホーム緑彩苑 萱野　みよ 女 昭和4年7月10日 平成29年1月12日

105 福島県喜多方市山都町蓬字西原５９１９番地 千葉市若葉区千城台東３丁目１６番１棟４０８号 物江　正則 男 昭和21年3月22日 平成28年7月上旬

106 神奈川県横浜市鶴見区浜町１丁目６番地１２ 千葉市若葉区御殿町２４９６－１ 阿部　敏二 男 昭和34年3月7日 平成28年5月2日

107 千葉県富津市金谷２１９１番地 千葉市若葉区高根町９１８番地の１４ 砂田　よし 女 大正8年5月1日 平成29年1月2日

108 茨城県ひたちなか市津田２０１４番地８６ 千葉市若葉区桜木北２丁目１４番地１号 荒井　静太郎 男 昭和24年1月28日 平成28年10月15日

109 千葉県山武郡芝山町大里２６０５番地１ 千葉市若葉区中田町１番地５ (株)ＣＰＢ中田寮Ｂ棟１０８号 福田　稔 男 昭和30年9月17日 平成29年1月15日

110 不明 千葉市若葉区桜木7丁目7番40号 らるご桜木221号 永井　千恵子 女 昭和10年8月15日 平成28年9月30日

111 東京都豊島区北大塚１丁目１５番地 千葉市若葉区金親町１０７番地８ 手塚　昭二 男 昭和14年4月27日 平成28年8月17日

112 千葉県市川市中山4丁目468番地
千葉市若葉区貝塚町372番地1
生活支援集合住宅ふるさと

内林　信彦 男 昭和25年5月26日 平成28年3月9日

113 千葉県千葉市若葉区千城台西3丁目5番地8 千葉市若葉区みつわ台1丁目28番19号-A棟207号 石川　真一郎 男 昭和62年2月7日 平成28年11月10日

114 千葉県市原市古都辺２４７番地
千葉市中央区蘇我１－５－１１
鏑木壮７号

加藤　和雄 男 昭和16年5月1日 平成28年11月29日

115 茨城県筑西市下野殿８２４番地３ 千葉市中央区仁戸名町３６１番地２１　ガーデンコート仁戸名２０３号 市村　福二 男 昭和21年2月18日 平成28年5月13日

116 千葉県千葉市中央区本町3丁目91番地
千葉市中央区葛城2-6-17
オークパレス202

鈴木　春樹 男 昭和28年7月17日 平成29年3月下旬頃（推定）

117 千葉県千葉市中央区新宿１－６３ 千葉市中央区道場南２－３－６－１０５ 吉田　敏一 男 昭和17年5月10日 平成28年7月7日

118 埼玉県ふじみ野市長宮１－４－５ 千葉市中央区神明町２６－４ 田中　正二 男 昭和22年2月24日 平成28年4月13日

119 新潟県糸魚川市大字越５７８番地
千葉市中央区神明町２７－２
めだかの学校シルバーハウス千葉

齋藤　隆信 男 昭和27年8月21日 平成28年12月10日

120 長野県須坂市旭ヶ丘４番地４７ 千葉市中央区稲荷町２丁目１７番６号　稲荷町ハイツ１０３号 倉田　一十四 男 昭和19年1月14日 平成28年5月14日

121 東京都文京区水道２丁目２１番地 千葉市中央区道場北１丁目２１番２５－３０５号 藤井　廣一 男 昭和19年3月18日 平成29年1月中旬

122 神奈川県綾瀬市小園１２０７番地１
千葉市中央区矢作町２２９番地５
レジデンスさなだ１０３号

水野　浩司 男 昭和33年5月20日 平成28年12月12日

123 兵庫県神戸市須磨区離宮西１丁目４６番地 千葉市若葉区小倉台６丁目１１５９番地３８　シルバーハイツ小倉台 鈴木　行輝 男 昭和22年11月8日 平成28年12月30日

124 東京都目黒区鷹番３丁目９４番地
千葉市中央区神明町２６番地３
ハートピア故郷苑

後藤　孝幸 男 大正12年5月26日 平成28年9月18日

125 広島県呉市安浦町内海南２丁目３１４２番地 千葉市若葉区都賀１丁目２－４ ハイツバチェラ２０５号 山中　時治 男 昭和24年7月30日 平成28年12月22日

126 千葉県千葉市花見川区検見川町２－４６５ 千葉市若葉区中野町７２７－１ 池澤　甚三郎 男 昭和17年6月14日 平成29年2月16日

127 千葉県千葉市中央区東本町6-12
千葉市中央区今井2-7-9
スミメディカルケアホーム

長谷部　俊光 男 昭和16年7月27日 平成28年4月19日
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128 千葉県大網白里市永田2408
千葉市中央区今井2-7-9
スミメディカルケアホーム

高知尾　三雄 男 昭和19年9月8日 平成28年5月24日

129 東京都台東区下谷2丁目130番地
千葉市中央区塩田町671番地
シェアハウスほころ

青柳　正之 男 昭和20年6月23日 平成28年8月28日

130 青森県青森市安方1丁目184番地 千葉市中央区南町3丁目21番3棟102号 三浦　秀勝 男 昭和22年4月17日 平成28年9月13日

131 北海道帯広市西16条南4丁目135番地
千葉市中央区今井3丁目9番13号
J－missions蘇我D104号

渡部　志雄 男 昭和39年7月29日 平成28年9月上旬

132 千葉県柏市根戸４２８番地３ 千葉市緑区鎌取町２３２番地１９ 武田　富子 女 昭和17年5月15日 平成28年9月15日

133 千葉県柏市根戸４２８番地３ 千葉市緑区鎌取町２３２番地１９ 武田　洋 男 昭和22年3月1日 平成29年1月30日

134 静岡県熱海市熱海１９９３番地
千葉市緑区土気町１６９１番地３１
生活支援住居ひなたぼっこ

堀田　幸子 女 昭和3年9月13日 平成29年1月27日

135 千葉県印旛郡栄町安食３２２４番地 千葉市若葉区源町５６０　NPO絆の会 大貫　光男 男 昭和23年3月1日 平成29年2月9日

136 東京都墨田区八広3-13 千葉市稲毛区山王町162-1　双樹苑 伊東　トシエ 女 昭和18年11月23日 平成28年11月5日

137 東京都葛飾区宝町1丁目5番地
千葉市若葉区中野町711番地
高齢者住宅はるかぜ

大屋　弘太郎 男 昭和10年9月21日 平成28年8月9日

138 北海道函館市中道一丁目２４番地１５ 千葉市中央区塩田町２７４ 成田　義治 男 昭和25年1月5日 平成28年12月20日

139 ｲﾝﾄﾞ 千葉市中央区松波2丁目15番8号 ﾌｫﾚｽﾄ西千葉203号 サトパル 男 1973.11.11 平成28年3月29日

140 我孫子市我孫子337番地 千葉市中央区生実町1559番地 ｶﾄﾚｱﾊｳｽ203号 相田　勝美 男 昭和20年10月18日 平成28年4月9日

141 千葉市若葉区千城台西3丁目11番 千葉市若葉区桜木4丁目13番43号 ﾊｲﾂ･ｱﾀﾞﾁ205号 長谷川　喬 男 昭和16年11月15日 平成28年3月下旬頃

142 島根県松江市雑賀町758番地 千葉市若葉区貝塚2丁目13番26号ｱﾝﾋﾞｼｮﾝ若葉101号 深井　保則 男 昭和20年6月13日 平成28年4月22日

143 香川県高松市扇町1丁目158番地69 千葉市中央区長洲2丁目14番6-102号 中村　裕彦 男 昭和39年8月27日 平成28年5月下旬頃

144 長野県飯田市下久堅下虎岩867番地 千葉市花見川区宮野木台1丁目24番20号 ふるさと花見川 畑中　勉一 男 昭和24年4月22日 平成28年5月22日頃

145 東京都荒川区東尾久6丁目1019番地 千葉市花見川区犢橋町1631番地1 ｻｸｾｽ壱番館102 星野　和洋 男 昭和45年11月26日 平成28年1月中旬頃

146 東京都墨田区横網2丁目10番 千葉市美浜区幸町2丁目11番3棟105号 木村　沢貴 男 昭和24年1月6日 平成27年12月下旬頃

147 福岡県北九州市小倉南区若園2丁目166番地9 千葉市花見川区天戸町1363番地 黒川ｱﾊﾟｰﾄ201号 木本　守昭 男 昭和25年8月31日 平成28年6月下旬頃

148 東金市関内720番地1 千葉市中央区出洲港7番1棟507号 間島　由紀江 女 昭和39年1月31日 平成28年4月下旬頃

149 千葉市中央区神明町201番地 千葉市中央区白旗1丁目3番1棟106号 川島　茂次 男 昭和6年9月25日 平成28年8月6日

150 青森県青森市長島2丁目79番地 千葉市若葉区源町87番地16 絆の会 工藤　國昭 男 昭和20年1月2日 平成28年8月23日

151 千葉市花見川区犢橋町51番地1 千葉市若葉区大宮町382番地3 齋藤　充泰 男 昭和14年8月13日 平成28年9月8日頃

152 山形県東置賜郡高畠町大字上和田2711番地 千葉市若葉区都賀5丁目24番20号 CITY27 102号 我妻　富雄 男 昭和20年9月9日 平成28年9月23日

153 青森県北津軽郡鶴田町大字廻堰下桂井56番地2 市原市五井5052番地1 桜ｾﾌﾞﾝ302 須藤　諭 男 昭和50年5月16日 平成28年10月21日

154 千葉市中央区仁戸名町353番地6 千葉市中央区仁戸名町353番地6　コーポ仁戸名201号 竹原　菊一 男 昭和26年9月6日 平成28年11月9日

155 岐阜県羽島市福寿町平方7丁目21番地 千葉市若葉区みつわ台5丁目18番1号　第4みつわ台ハイツＪ－107号 相馬　修 男 昭和28年5月22日 平成28年11月17日

156 沖縄県島尻郡渡名喜村1910番地 千葉市中央区白旗3丁目13番13号 南風原　米三 男 昭和19年1月20日 平成28年10月下旬頃

157 埼玉県所沢市三ケ島909番地 埼玉県所沢市三ケ島2丁目909番地6 遠藤　睦己 男 昭和20年2月10日 平成28年12月27日

158 三重県伊勢市宮後1丁目296番地 千葉市若葉区千城台北1丁目3番4棟107号 吉岡　博美 男 昭和19年3月17日 平成28年12月26日頃

159 千葉市美浜区真砂4丁目4番地 千葉市美浜区真砂4丁目4番4棟212号 菅原　春雄 男 昭和19年3月11日 平成29年1月上旬頃

160 千葉市稲毛区六方町53番地8 千葉市稲毛区六方町53番地8 佐藤　正三郎 男 昭和22年1月30日 平成29年1月3日頃

161 北海道函館市千代台町82番地 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番18号　ワコーハイツ101 白井　東洋 男 昭和26年8月28日 平成29年2月1日未明（推定）

162 長野県諏訪郡原村460番地 千葉市美浜区真砂4丁目4番12棟202号 清水　忠男 男 昭和24年9月12日 平成29年2月9日

163 新潟県新発田市上羽津905番地 市原市根田2丁目3番地9　ドミトリー1番館107号 須藤　道夫 男 昭和25年12月4日 平成29年2月28日

164 千葉市中央区仁戸名町83番地22 千葉市美浜区高洲1丁目18番11棟803号 弓田　明 男 昭和24年10月14日 平成29年3月12日

165 沖縄県国頭郡伊江村字東江前116番地 千葉市若葉区加曽利町1104番地1 (有)八幡企業寮内 喜納　政敏 男 昭和29年10月25日 平成27年6月6日

166 鴨川市仲1番地 横芝光町北清水5228番地 山口　喜和 男 昭和24年6月14日 平成27年9月5日

167 東京都豊島区高松３－７－５ 千葉市若葉区千城台南４丁目１３番１号　和陽園 澤野　君子 女 昭和 5年 8月 3日 平成20年4月2日

168 栃木県佐野市堀米町１１６－１ 千葉市若葉区千城台南４丁目１３番１号　和陽園 玉田　富三郎 男 昭和 4年12月27日 平成21年7月13日

169 千葉県館山市長須賀９９ 千葉市若葉区千城台南４丁目１３番１号　和陽園 山村　テル子 女 昭和10年 7月19日 平成22年7月4日

170 千葉県千葉市中央区椿森１－１３３ 千葉市若葉区千城台南４丁目１３番１号　和陽園 湯浅　松五郎 男 大正 6年 1月22日 平成23年1月26日

171 岩手県久慈市中の橋１－４８ 千葉市若葉区千城台南４丁目１３番１号　和陽園 佐藤　サヨ 女 大正 5年 6月20日 平成23年7月20日

172 茨城県筑西市海老ヶ島２１１４ 千葉市若葉区千城台南４丁目１３番１号　和陽園 島田　七男 男 昭和13年12月 1日 平成24年1月18日

173 岡山県久米郡美咲町飯岡１３２９ 千葉市若葉区千城台南４丁目１３番１号　和陽園 中村　茂 男 大正12年11月 8日 平成24年2月12日
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