東葛北部圏域地域包括支援センター一覧（令和4年4月1日現在）
東葛北部圏域（松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市）
市町村

名称

所在地

電話番号

FAX番号

松戸市基幹型地域包括支援センター

松戸市根本387-5

047-366-7343 047-366-7748 全域

松戸市明第1高齢者いきいき安心センター

松戸市稔台7-13-2 第3山田マンション101-Ａ

047-700-5881 047-700-5567 明第1地区

松戸市明第2西高齢者いきいき安心センター

松戸市栄町西3の991の15

047-382-5707 047-382-5727 明第２西地区

松戸市明第2東高齢者いきいき安心センター

松戸市上本郷3196パインツリーコート１階

047-382-6294 047-312-4882 明第2東地区

松戸市本庁高齢者いきいき安心センター

松戸市松戸1292の1 シティハイツ1階

047-363-6823 047-710-7198 本庁地区

松戸市矢切高齢者いきいき安心センター

松戸市上矢切299-1総合福祉会館内

047-710-6025 047-710-6027 矢切地区

松戸市東部高齢者いきいき安心センター

松戸市紙敷1186の8

047-330-8866 047-330-8867 東部地区

松戸市常盤平高齢者いきいき安心センター
松戸市
松戸市常盤平団地高齢者いきいき安心センター

第二南花園内

担当地域

松戸市常盤平２の２４の2常盤平団地中央商店街C047-330-6150 047-330-6260 常盤平地区
5
松戸市常盤平２の２４の２常盤平団地中央商店街
047-382-6535 047-382-6536常盤平団地地区
C-6

松戸市五香松飛台高齢者いきいき安心センター

松戸市五香西2の35の8 斉藤ビル1階

047-385-3957 047-385-3958 五香松飛台地区

松戸市六実六高台高齢者いきいき安心センター

松戸市六高台2の6の5 リバティベル 1階

047-383-0100 047-383-2288 六実六高台地区

松戸市小金高齢者いきいき安心センター

松戸市小金3 高橋ビル4階

047-374-5221 047-349-0560 小金地区

松戸市小金原高齢者いきいき安心センター

松戸市栗ヶ沢789の22

047-383-3111 047-385-3071 小金原地区

松戸市新松戸高齢者いきいき安心センター

松戸市新松戸1の414 大清堂ビル １階

047-346-2500 047-346-2514 新松戸地区

松戸市馬橋西高齢者いきいき安心センター

松戸市西馬橋広手町40-1 秀栄ビル101

047-711-9430 047-711-9433 馬橋西地区

松戸市馬橋高齢者いきいき安心センター

松戸市中和倉130第一コーポオンダ １階

047-374-5533 047-374-5501馬橋地区

野田市鶴奉7-1 野田市役所高齢者支援課内

04-7125-1111 04-7123-1095 全域

野田市 野田市高齢者支援課地域包括支援センター
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市町村

名称
野田市東地域包括支援センター
野田市中央地域包括支援センター
野田市関宿地域包括支援センター

野田市

柏市

所在地
野田市鶴奉280 特別養護老人ホーム鶴寿園内

電話番号

FAX番号

担当地域

04-7157-2750 04-7121-1296 東部地区

野田市野田1307-1 特別養護老人ホームふれあい
04-7136-2301 04-7136-2307 中央地区
の里内
野田市桐ヶ作666 特別養護老人ホーム関宿ナーシ
04-7196-5588 04-7196-5599 関宿地域
ングビレッジ内

野田市北地域包括支援センター

野田市中里43-3 特別養護老人ホーム松葉園内

野田市南第１地域包括支援センター

野田市山崎2723-3 特別養護老人ホーム椿寿の里
04-7123-7066 04-7122-5005 南部地区（一部を除く）
内

野田市南第２地域包括支援センター

野田市木野崎1561-1 木野崎病院内

04-7128-7627 04-7138-2215 南部地区（一部）、福田地区

北柏地域包括支援センター

柏市布施1-3 介護老人保健施設はみんぐ1階

04-7130-7800 04-7134-0664 富勢

沼南地域包括支援センター

柏市風早1-2-2 沼南社会福祉センター1階

04-7190-1900 04-7191-7336 風早北部、風早南部、手賀

沼南地域包括支援センター高柳相談窓口

柏市高柳1-6-6 ヤオコー柏高柳駅前店3階

04-7199-3660 04-7199-3632 風早北部、風早南部、手賀

柏西口地域包括支援センター

柏市豊四季台1-3-1

04-7142-8008 04-7142-8778 豊四季台

柏東口地域包括支援センター

柏市東上町2-6 久大マンション1階

04-7168-7070 04-7168-7770 柏中央、新田原

柏南部地域包括支援センター

柏市南増尾58-3 リフレッシュプラザ柏1階

04-7160-0002 04-7160-0220 藤心、南部

柏北部地域包括支援センター

柏市小青田1-2-7 アスタリスク102号

04-7140-8818 04-7134-6501 田中

柏東口第２地域包括支援センター

柏市中央2-9-12 リッツハウスＣ号室

04-7192-6610 04-7192-6615 富里、永楽台

柏南部第２地域包括支援センター

柏市増尾台3-8-51 もりこビル102号

04-7170-9300 04-7170-9301 増尾

光ケ丘地域包括支援センター

柏市今谷南町4-20

04-7160-0003 04-7170-7130 光ケ丘、酒井根

北柏第２地域包括支援センター

柏市大山台2-3 モラージュ柏2階

04-7179-5500 04-7179-5506 松葉、高田・松ヶ崎

柏西口第２地域包括支援センター

柏市豊町2-5-25 イオンモール柏3階

04-7147-8001 04-7147-8002 新富、旭町

柏北部第２地域包括支援センター

柏市西原2-9-4 ネオス１階

04-7154-0200 04-7154-0211 西原，柏の葉
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04-7128-0113 04-7128-0112 北部・川間地区

市町村

名称
流山市中部地域包括支援センター
流山市東部地域包括支援センター

流山市 流山市南部地域包括支援センター
流山市北部地域包括支援センター
流山市北部西地域包括支援センター
我孫子市高齢者なんでも相談室

所在地

電話番号

FAX番号

担当地域

常盤松中・西初石中・おおぐろの森中・お
おたかの森中学校区の一部
流山市野々下2-488-5 特別養護老人ホームあざみ
東部中学校区、八木中学校区、おおたか
04-7148-5665 04-7141-2280
苑内
の森中学校区の一部
南部中学校区、南流山中学校区、おおた
流山市平和台2-1-2 流山市ケアセンター2階
04-7159-9981 04-7178-8555
かの森中学校区の一部
流山市下花輪409-6 東葛病院付属診療所内 １階 04-7150-2953 04-7158-8419

流山市江戸川台東2-19

04-7155-5366 04-7154-3207 東深井小学校区、江戸川台小学校区

流山市大字中野久木421特別養護老人ホーム花の
04-7197-1378 04-7197-1615 西深井小学校区、新川小学校区
いろ内
我孫子市我孫子1858 我孫子市役所西別館3階高
04-7185-1112 04-7186-3322 市内全域
齢者支援課内

我孫子市布佐・新木地区高齢者なんでも相談室

我孫子市布佐平和台4-1-1

04-7189-0294 04-7189-0290 布佐・新木地区

我孫子市我孫子北地区高齢者なんでも相談室

我孫子市我孫子4-5-28 山長第6ビル1Ｆ

04-7179-7360 04-7179-7362 我孫子北地区

我孫子市天王台地区高齢者なんでも相談室

我孫子市柴崎台4-5-13 クオリティヒル大塚1Ｆ

04-7182-4100 04-7128-5716 天王台地区

我孫子市
我孫子市湖北・湖北台地区高齢者なんでも相談室 我孫子市湖北台1-12-19

04-7187-6777 04-7187-6778 湖北・湖北台地区

我孫子市我孫子南地区高齢者なんでも相談室

04-7199-8311 04-7199-8322 我孫子南地区

我孫子市緑1-4-5 モリエビル1F
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