
県内市町村における男女共同参画の状況

平成２７年度　千葉県市町村男女共同参画担当課 （H27.4.1現在）

市町村名 担当課名 住所 ＴＥＬ

銚子市
総務市民部　地域協働課
男女共同参画班

〒288-8601
　銚子市若宮町1-1

0479-24-8794

千葉市
市民局生活文化スポーツ部
男女共同参画課

〒260-8722
　千葉市中央区千葉港1-1

043-245-5060

船橋市
市民生活部
男女共同参画センター

〒273-0003
　船橋市宮本2-1-4

047-423-0757

市川市 総務部　男女共同参画課
〒272-0034
　市川市市川1-24-2

047-322-6700

木更津市 企画部　企画課
〒292-8501
　木更津市潮見1-1

0438-23-7485

館山市 市長公室　企画課
〒294-8601
　館山市北条1145-1

0470-22-3147直

野田市
児童家庭部
人権・男女共同参画課

〒278-8550
　野田市鶴奉7-1

04-7125-1111代

松戸市 総務部　男女共同参画課
〒271-0091
　松戸市本町14-10

047-364-8778

成田市
市民生活部　市民協働課
男女共同参画係

〒286-8585
　成田市花崎町760

0476-20-1507

茂原市
企画財政部　企画政策課
男女共同・国際化係

〒297-8511
　茂原市道表1

0475-20-1516

東金市 企画政策部　企画課
〒283-8511
　東金市東岩崎1-1

0475-50-1122

佐倉市
市民部自治人権推進課
人権・男女平等参画推進班

〒285-8501
　佐倉市海隣寺町97

043-484-1948直

習志野市
市民経済部
男女共同参画センター

〒275-0016
　習志野市津田沼5-12-12
　サンロード津田沼5F

047-453-9307

旭市 市民生活課　市民生活支援班
〒289-2595
　旭市ニの1920

0479-62-5396

勝浦市 企画課
〒299-5292
　勝浦市新官1343-1

0470-73-6656

柏市
地域づくり推進部　協働推進課
男女共同参画室

〒277-8505
　柏市柏5-10-1

04-7167-1127直

市原市 企画部　人権・国際課
〒290-8501

0436-23-9826

流山市
総合政策部　企画政策課
男女共同参画室

〒270-0192
　流山市平和台1-1-1

04-7150-6064

市原市 企画部　人権・国際課
　市原市国分寺台中央1-1-1

0436-23-9826

我孫子市
総務部　秘書広報課
男女共同参画室

〒270-1192
　我孫子市我孫子1858

04-7185-1752

八千代市 生涯学習部　男女共同参画課
〒276-0033
　八千代市八千代台南1-11-6

047-485-7088

鎌ケ谷市
市民活動推進課
男女共同参画室

〒273-0195
　鎌ケ谷市新鎌ヶ谷2-6-1

047-445-1141

鴨川市 企画政策課　政策推進係
〒296-8601
　鴨川市横渚1450

04-7093-7828

富津市 総務部　企画課
〒293-8506
　富津市下飯野2443

0439-80-1223

君津市 市民環境部　市民生活課
〒299-1192
　君津市久保2-13-1

0439-56-1483

四街道市 経営企画部　政策推進課
〒284-8555
　四街道市鹿渡無番地

043-421-6161

浦安市
市長公室　企画政策課
人権・男女共同参画係

〒279-8501
　浦安市猫実1-1-1

047-351-1111

袖ケ浦市 市民健康部　市民活動支援課
〒299-0292
　袖ケ浦市坂戸市場1-1

0438-62-3102
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市町村名 担当課名 住所 ＴＥＬ

印西市 市民部  市民活動推進課
〒270-1396
　印西市大森2364-2

0476-42-5111
（内）344

八街市 総務部　企画課　企画統計班
〒289-1192
　八街市八街ほ35-29

043-443-1114

富里市 総務部　企画課
〒286-0292
　富里市七栄652-1

0476-93-1118

白井市
総務部　企画政策課
男女共同参画室

〒270-1492
　白井市復1123

047-492-1111

匝瑳市 企画課　企画調整班
〒289-2198
　匝瑳市八日市場ハ793-2

0479-73-0081

南房総市 企画部　市民協働課
〒299-2492
　南房総市富浦町青木28

0470-33-1005

山武市
総務部　企画政策課
政策・シティセールス推進室

〒289-1392
　山武市殿台296

0475-80-1132

香取市
総務企画部　市民活動推進課
市民協働班

〒287-8501
　香取市佐原ロ2127

0478-50-1261

大網白里市 地域づくり課　市民協働推進班
〒299-3292
　大網白里市大網115-2

0475-70-0342

いすみ市 企画政策課
〒298-8501
　いすみ市大原7400-1

0470-62-1382

栄町 住民活動推進課 協働推進班
〒270-1592
　栄町安食台1-2

0476-33-7705直

酒々井町 住民協働課　活動推進班
〒285-8510
　酒々井町中央台4-11

043-496-1171
（内）362

多古町 企画財政課 企画政策係
〒289-2292
　多古町多古584

0479-76-5409

神崎町 まちづくり課
〒289-0292
　神崎町神崎本宿163

0478-72-2114

九十九里町 企画財政課　企画係
〒283-0195
　九十九里町片貝4099

0475-70-3121

東庄町 総務課
〒289-0692
　東庄町笹川い4713-131

0478-86-6082

芝山町 総務課　企画政策係
〒289-1692
　芝山町小池992

0479-77-3921

〒289-1793
横芝光町 企画財政課

〒289-1793
　横芝光町宮川 11902

0479-84-1218

一宮町 まちづくり推進課
〒299-4396
　一宮町一宮2457

0475-42-2113

睦沢町 総務課　総務班
〒299-4492
　睦沢町下之郷1650-1

0475-44-2500

長生村 総務課　庶務係
〒299-4394
　長生村本郷1-77

0475-32-2111

白子町 総務課　情報統計係
〒299-4292
　白子町関5074-2

0475-33-2110

長柄町 総務課　総務企画班
〒297-0298
　長柄町桜谷712

0475-35-2111

長南町 企画政策課　広報統計係
〒297-0192
　長南町長南2110

0475-46-2113

大多喜町 総務課
〒298-0292
　大多喜町大多喜93

0470-82-2111

御宿町 企画財政課　企画係
〒299-5192
　御宿町須賀1522

0470-68-2512

鋸南町 総務企画課 企画財政室
〒299-2192
　鋸南町下佐久間3458

0470-55-4801
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