
市町村 事業所名称 事業所所在地 電話番号 FAX番号 担当地域

市川市高齢者サポートセンター国府台 市川市国府台5-25-4 047-373-6539 047-375-0856 国府台

市川市高齢者サポートセンター国分 市川市東国分1-27-18 047-318-5565 047-318-5567
北国分、中国分、堀之内、稲越、東国分、
国分

市川市高齢者サポートセンター曽谷 市川市曽谷5-13-4 047-371-6161 047-371-6162 曽谷

市川市大町537 047-338-6595 047-337-6667

南大野2-3-19大柏出張所内(行政の窓口内） 047-303-9555 047-339-7011

市川市高齢者サポートセンター宮久保・下貝塚 市川市下貝塚3-31-2 047-373-0763 047-371-4710 宮久保、下貝塚

市川市高齢者サポートセンター市川第一 市川市市川南1-1-1　ザ タワーズイースト209‐6 047-700-5139 047-700-5149 市川、市川南3・4丁目、真間1丁目

市川市高齢者サポートセンター市川第二
市川市大洲1-18-1 市川市急病診療・ふれあいセン
ター2階

047-320-3105 047-314-0236
市川南1・2・5丁目、新田、平田、大洲、大
和田、稲荷木、東大和田

市川市高齢者サポートセンター真間 市川市真間2-3-11 047-322-8811 047-322-8812 真間2～5丁目

市川市高齢者サポートセンター菅野・須和田 市川市菅野6-18-21　ママセントラルハウス1階 047-326-7737 047-326-7738 菅野、須和田、東菅野

市川市高齢者サポートセンター八幡 市川市南八幡3-4-10　加藤ビル1階 047-376-3200 047-393-6533 八幡、南八幡

市川市高齢者サポートセンター市川東部 市川市鬼越1-3-2 047-334-0070 047-334-0080
北方町、本北方、若宮、北方、中山、鬼
越、高石神、鬼高

市川市高齢者サポートセンター信篤・二俣 市川市高谷1854 047-327-3366 047-711-3288
田尻、高谷、原木、二俣、上妙典、二俣新
町、高谷新町、東浜

市川市高齢者サポートセンター行徳 市川市本行徳5525-4　丸大行徳ビル2階 047-312-6070 047-398-5516
河原、妙典、下妙典、下新宿、本行徳、本
塩、関ヶ島、伊勢宿、富浜、末広、塩焼、
宝、幸、加藤新田、高浜町、千鳥町

市川市高齢者サポートセンター南行徳第一 市川市香取2-2-2 047-359-6660 047-359-6659
押切、湊、湊新田、香取、欠真間、相之
川、広尾、新井、島尻、南行徳

市川市高齢者サポートセンター南行徳第二 市川市日之出17-9　アルテ102 047-712-8022 047-712-8023
行徳駅前、入船、日之出、新浜、福栄、塩
浜

東葛南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）

東葛南部圏域（市川市、船橋市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、浦安市）

市川市

市川市高齢者サポートセンター大柏 大町、大野町、南大野、柏井町、奉免町
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船橋市中部地域包括支援センター 船橋市北本町1-16-55保健福祉センター内1階 047-423-2551 047-423-2553 夏見、高根・金杉地区

船橋市新高根・芝山、高根台地域包括支援センター船橋市芝山1-39-7フォンテーヌ芝山104 047-404-7061 047-404-7062 新高根・芝山、高根台地区

船橋市東部地域包括支援センター 船橋市薬円台5-31-1社会福祉会館内3階 047-490-4171 047-466-1369 二宮・飯山満、薬円台地区

船橋市前原地域包括支援センター 船橋市前原西2-29-10青空ビル1階 047-403-3201 047-403-3202 前原地区

船橋市三山・田喜野井地域包括支援センター 船橋市三山6-41-24田屋ﾋﾞﾙ103 047-403-5155 047-403-5156 三山・田喜野井地区

船橋市習志野台地域包括支援センター 船橋市習志野台2-71-15ACEビル202 047-462-0002 047-465-3551 習志野台地区

船橋市西部地域包括支援センター 船橋市本郷町457-1西部消防保健センター内4階 047-302-2628 047-302-2639 葛飾、中山地区

船橋市塚田地域包括支援センター 船橋市前貝塚町565-11塚田プラザ304 047-404-7221 047-404-7222 塚田地区

船橋市法典地域包括支援センター 船橋市馬込西1-2-10寿ビルＡ101 047-430-4140 047-430-6541 法典地区

船橋市南部地域包括支援センター 船橋市湊町2-10-25市役所内3階 047-436-2883 047-436-2885 湊町、海神地区

船橋市宮本・本町地域包括支援センター 船橋市宮本4-19-12ヨモギダビル203 047-401-0341 047-401-0351 宮本、本町地区

船橋市北部地域包括支援センター 船橋市三咲7-24-1北部福祉会館内1階 047-440-7935 047-449-7605 三咲、松が丘、大穴地区

船橋市二和・八木が谷地域包括支援センター 船橋市二和東6-17-39 047-448-7115 047-448-7139 二和、八木が谷地区

船橋市豊富・坪井地域包括支援センター 船橋市神保町117-8 047-457-3331 047-457-3337 豊富、坪井地区

習志野市津田沼･鷺沼高齢者相談センター 習志野市鷺沼１-2-1　保健会館１階 047-408-1600 047-408-1610 津田沼・鷺沼・鷺沼台・藤崎

習志野市谷津高齢者相談センター 習志野市谷津5-16-33谷津コミュニティセンター内 047-470-3177 047-472-0188 谷津・谷津町・奏の杜

習志野市秋津高齢者相談センター 習志野市秋津3-4-1 総合福祉センター内 047-408-0030 047-451-1113 袖ケ浦・秋津・香澄・茜浜・芝園

習志野市屋敷高齢者相談センター 習志野市屋敷4-6-6 東部保健福祉センター内 047-409-7798 047-409-7793 花咲・屋敷・泉町・大久保・本大久保

習志野市東習志野高齢者相談センター
習志野市東習志野2-10-3 地域交流プラザブレーメ
ン習志野内

047-470-0611 047-470-0612 実籾・新栄・東習志野・実籾本郷

船橋市

習志野市
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八千代市 勝田台地域包括支援センター
八千代市勝田台1丁目16　京成サンコーポE棟111
号室

047-481-3515 047-481-3522 勝田台、勝田、勝田台南

八千代市 阿蘇・睦地域包括支援センター 八千代市米本1359番地　米本団地5-33-101 047-488-9525 047-488-9526

米本、神野、保品、下高野、米本団地、堀
の内、上高野の一部、桑納、麦丸、桑橋、
吉橋、尾崎、島田、神久保、小池、真木
野、佐山、平戸、島田台、大学町

八千代市 村上地域包括支援センター 八千代市村上団地2-7-104 047-405-4177 047-405-4178
村上、村上南、勝田台北、下市場、村上団
地、上高野の一部

八千代市 八千代台地域包括支援センター 八千代市八千代台西1-7-2 山﨑ビル3階B号室 047-481-7411 047-481-7422
八千代台東、八千代台西、八千代台南、
八千代台北

八千代市 高津･緑が丘地域包括支援センター 八千代市大和田新田15番地　高津団地1-13-112 047-489-4655 047-489-4377
高津、高津東、緑が丘、緑が丘西、高津団
地、大和田新田の一部

八千代市 大和田地域包括支援センター 八千代市大和田新田312-5　八千代市役所内 047-421-6738 047-480-7566
大和田、萱田、萱田町、ゆりのき台、大和
田新田の一部

鎌ケ谷市西部地域包括支援センター 鎌ケ谷市初富125-1 047-441-2007 047-498-5522

道野辺中央、道野辺本町、右京塚、南初
富４～６丁目、中央、富岡、初富本町、初
富（９２８～９３１番地）、新鎌ケ谷、くぬぎ
山、粟野（４２６～５３８番地）、佐津間（１３
００～１４００番地）、串崎新田、北初富、初
富（１～３９９番地・１３００番地～）

鎌ケ谷市南部地域包括支援センター 鎌ケ谷市西道野辺10-28-101 047-441-7370 047-441-7371
丸山、鎌ケ谷、南鎌ケ谷、東道野辺、道野
辺、西道野辺、馬込沢、中沢、東中沢、北
中沢、中沢新町

鎌ケ谷市初富地域包括支援センター 鎌ケ谷市初富114 047-446-7873 047-444-0125

東鎌ケ谷、東初富、南初富１～３丁目、初
富（７００～９２７番地）、粟野（１～４２５番
地・５３９番地～）、軽井沢、佐津間（２番地
～１２９９番地）、中佐津間、西佐津間、南
佐津間

浦安市中央地域包括支援センター 浦安市猫実1-1-1 047-381-9037 047-304-8892
猫実1丁目・2丁目、堀江、富士見、鉄鋼通
り、港、千鳥

浦安市新浦安駅前地域包括支援センター 浦安市入船1-2-1 新浦安駅前プラザマーレ内2階 047-306-5171 047-306-5173 海楽、入船、美浜

浦安市高洲地域包括支援センター 浦安市高洲9-3-1 047-382-2424 047-382-2435 明海、日の出、高洲

浦安市富岡地域包括支援センター 浦安市富岡3-1-9 047-721-1027 047-721-1026

浦安市富岡地域包括支援センター 東野支所 浦安市東野3-4-11　ASMACI浦安1階 047-314-1085 047-314-1071
東野、富岡、今川、弁天、舞浜

八千代市

鎌ケ谷市

浦安市
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浦安市 浦安市浦安駅前地域包括支援センター 浦安市北栄1-1-16 047-351-8950 047-351-8955 猫実3丁目・4丁目・5丁目、北栄、当代島
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