
番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
1 千葉市武道館（市に貸付け） １階事務室 千葉市中央区 末広2－11－24   043-261-1511
2 千葉県生涯大学校京葉学園 1階ロビー 千葉市中央区 仁戸名町666-2 月～土 日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 043-266-4705

3 青葉の森公園芸術文化ホール 会館事務室窓口脇 千葉市中央区 青葉町977-1
休館日（原則月曜日。祝日の
場合は翌日）を除く、毎日利
用可能

原則8:30～17:00(但し、施
設貸出時間内は利用可能）

無 043-266-3511

4 千葉工業用水道事務所 １階ロビー 千葉市中央区 末広3-4-16
月～金 土日祝日、年末年始
は利用不可

8:30～17:15 有 043-264-7321

5 千葉高等学校 普通教室棟１階ホール 千葉市中央区 千葉市中央区葛城1-5-2 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 043-227-7434
6 千葉商業高等学校 体育館出入口壁面 千葉市中央区 千葉市中央区松波2-22-48 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～21:50 無 043-251-6335
7 千葉商業高等学校 体育教官室わき壁面 千葉市中央区 千葉市中央区松波2-22-48 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～21:50 無 043-251-6335

8 千葉工業高等学校 管理棟１階事務室前 千葉市中央区
千葉市中央区今井町1478
（生実町）

月～金 土日祝日は利用不可 8:15～21:30 無 043-264-6251

9 千葉工業高等学校 プール脇自販機内 千葉市中央区
千葉市中央区今井町1478
（生実町）

毎日 常時 無 043-264-6251

10 千葉南高等学校 格技場１階 千葉市中央区 千葉市中央区花輪町45-3 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 043-264-1362
11 生浜高等学校 体育教官室 千葉市中央区 千葉市中央区塩田町372 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～21:00 無 043-266-4591
12 生浜高等学校 生徒棟１階食堂入口手前ラウンジ 千葉市中央区 千葉市中央区塩田町372 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～21:00 有 043-266-4591
13 千葉中学校 中学棟１階中学保健室入口前 千葉市中央区 千葉市中央区葛城1-5-2 月～金 土日祝日は利用不可 8:15~16:45 無 043-202-7778
14 仁戸名特別支援学校 保健室 千葉市中央区 千葉市中央区仁戸名町673 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 043-264-5400
15 千葉県警察本部庁舎 １階 千葉市中央区 長洲１－９－１ 毎日利用可能 終日 有 043-201-0110
16 千葉県警察本部庁舎 １０階 千葉市中央区 長洲１－９－１ 毎日利用可能 終日 有 043-201-0110
17 千葉中央警察署 １階 千葉市中央区 中央港１－１３－１ 毎日利用可能 終日 有 043-244-0110
18 分庁舎 １階 千葉市中央区 中央港１－７１－１ 毎日利用可能 終日 有 －
19 分庁舎 ５階 千葉市中央区 中央港１－７１－１ 毎日利用可能 終日 有 －
20 千葉県がんセンター ①3階エレベーター前 千葉市中央区 仁戸名町666-2 終日利用可能 24時間利用可能 有 043-264-5431
21 千葉県がんセンター ②4階エレベーター前 千葉市中央区 仁戸名町666-2 終日利用可能 24時間利用可能 有 043-264-5431
22 千葉県がんセンター ③5階エレベーター前 千葉市中央区 仁戸名町666-2 終日利用可能 24時間利用可能 有 043-264-5431
23 千葉県がんセンター ④6階エレベーター前 千葉市中央区 仁戸名町666-2 終日利用可能 24時間利用可能 有 043-264-5431
24 千葉県がんセンター ⑤東2階病棟前 千葉市中央区 仁戸名町666-2 終日利用可能 24時間利用可能 有 043-264-5431
25 千葉県がんセンター ⑥１階消化器外科外来前 千葉市中央区 仁戸名町666-2 終日利用可能 24時間利用可能 有 043-264-5431
26 千葉県がんセンター ⑦１階通院化学療法室 千葉市中央区 仁戸名町666-2 終日利用可能 24時間利用可能 有 043-264-5431
27 千葉県がんセンター ⑧１階内視鏡検査室１ 千葉市中央区 仁戸名町666-2 終日利用可能 24時間利用可能 有 043-264-5431
28 千葉県がんセンター ⑨画像診断部Ｆ２ 千葉市中央区 仁戸名町666-2 終日利用可能 24時間利用可能 有 043-264-5431
29 千葉県がんセンター ⑩2階採血室前 千葉市中央区 仁戸名町666-2 終日利用可能 24時間利用可能 有 043-264-5431
30 県庁本庁舎 ①本庁舎１階受付カウンター脇 千葉市中央区 市場町1-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 043-223-2087
31 県庁本庁舎 ②本庁舎12階リフレッシュルーム 千葉市中央区 市場町1-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 043-223-2087
32 県庁中庁舎 ①中庁舎1階東側ロビー 千葉市中央区 市場町1-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 043-223-2087
33 県庁議会棟 ①議会棟３階西側奥 千葉市中央区 市場町1-5 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 043-223-2087
34 県庁議会棟 ②議会棟６階西側奥 千葉市中央区 市場町1-5 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 043-223-2087
35 県庁南庁舎 ①南庁舎１階ロビー 千葉市中央区 市場町1-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 043-223-2087
36 文書館 自販機コーナー付近 千葉市中央区 中央4‐15‐7 月～土 日曜祝日は利用不可 9:00～17:00 有 043-227-7555
37 職員能力開発センター １階入口 千葉市中央区 都町1-6-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 043-231-8711

38 千葉県消防学校 本館１階 千葉市中央区 仁戸名町666-2
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:30～17:15 有 043-263-6035

39 千葉県消防学校 若竹寮１階 千葉市中央区 仁戸名町666-2
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:30～17:15 有 043-263-6035

40 千葉県消防学校 新寮棟１階 千葉市中央区 仁戸名町666-2
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:30～17:15 有 043-263-6035

41 生実学校 1階指導課内 千葉市中央区 生実町１００１ 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 043-263-4731
42 精神保健福祉センター １Ｆ受付横 千葉市中央区 仁戸名町666-2 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 043-263-3891



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号

43 千葉県立保健医療大学（千葉市中央区仁戸名町） 東校舎内 千葉市中央区 仁戸名町645-1
月～金 （土、日、祝日を除
く）

８：３０～１７：１５ 有 043-305-2125

44 千葉県社会福祉センタ－ １階ロビー 千葉市中央区 千葉港4-3 毎日利用可能 8：00～19：00 無 043-245-1101

45 千葉県文化会館 会館事務所内 千葉市中央区 市場町１１－２
休館日（原則月曜日。祝日と
なった場合は翌日）を除く毎
日利用可能

原則8:30～17:00(但し、施
設貸出時間内は利用可能）

有 043-222-0201

46 青葉の森公園管理事務所 公園センター 千葉市中央区 青葉町977-1 毎日利用可能 8:30～17:30 有 043-208-1500
47 青葉の森公園管理事務所 つくしんぼの家 千葉市中央区 青葉町977-1 毎日利用可能 9：00～17：00 有 043-208-1506
48 千葉ポートパーク 管理事務所 千葉市中央区 中央港1 毎日利用可能 6:30～17:30 有 043-247-6049
49 千葉ポートタワー １階事務室内 千葉市中央区 中央港 毎日利用可能 9：00～19：00 有 043-241-0125

50 千葉県住宅供給公社 建物１階 正面玄関内 千葉市中央区 栄町１番１６号 年末年始を除き毎日利用可能
平日8：30～18：00 土日
祝祭日9：00～17：00

無 043-227-5161

51 千葉水道事務所 別棟玄関ロビー奥 千葉市中央区 南町1-4-7
月～金 土日祝日、年末年始
は利用不可

8:30～17:15 有 043-264-1114

52 中央図書館 １階正面玄関 千葉市中央区 市場町11-1
月曜（祝日の場合は翌日）以
外

9:00～19:00（土休日は～
17:00）

有 043-224-0300

53 美術館 玄関ホール 千葉市中央区 中央港1－10－1 毎日利用可能 8:30～17:15 無 043-242-8311

54 千葉県立中央博物館本館 ２階入場券売り場 千葉市中央区 青葉町955-2
原則、火～日、休館日は利用
不可

9:00～16：30 有 043-265-3111

55 印旛沼流域下水道八千代ポンプ場 管理棟１Ｆロビー 千葉市花見川区 横戸町３３ 毎日利用可能 終日 有 047-482-2648

56 千葉県水道局 本局幕張庁舎 １階ロビー 千葉市花見川区 幕張町5-417-24
月～金 土日祝日、年末年始
は利用不可

8:00～18:15 有 043-211-8338

57 柏井浄水場 ２階廊下 千葉市花見川区 柏井町430 毎日利用可能 24時間 有 043-259-5531

58 柏井高等学校 体育準備室入口外 千葉市花見川区 千葉市花見川区柏井町1452 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～17:00 無 047-484-5526

59 柏井高等学校 管理棟１階保健室前 千葉市花見川区 千葉市花見川区柏井町1452 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～17:00 無 047-484-5526

60 犢橋高等学校 管理棟１階正面玄関内 千葉市花見川区
千葉市花見川区千種町381-
1

月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 043-257-8511

61 犢橋高等学校 屋内体育館１階体育教官室前 千葉市花見川区
千葉市花見川区千種町381-
1

月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 043-257-8511

62 千葉特別支援学校 職員室内（２階） 千葉市花見川区
千葉市花見川区大日町
1410-2

月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 043-257-3909

63 千葉特別支援学校 保健室内（１階） 千葉市花見川区
千葉市花見川区大日町
1410-2

月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 043-257-3909

64 千葉県青少年女性会館 １階ラウンジ 千葉市稲毛区 天台６－５－２ 火～日 祝日利用可 9:00～21:00 無 043-287-1711

65 千葉女子高等学校 教室棟１階保健室前 千葉市稲毛区 千葉市稲毛区小仲台5-10-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 043-254-1188

66 千葉女子高等学校 体育館２階出入口壁面 千葉市稲毛区 千葉市稲毛区小仲台5-10-1 月～日 終日 無 043-254-1188

67 千葉東高等学校 管理特別教室棟１階保健室前 千葉市稲毛区 千葉市稲毛区轟町1-18-52 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 043-251-9221
68 千葉北高等学校 体育館 千葉市稲毛区 千葉市稲毛区長沼町153 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 043-257-2753
69 千葉北高等学校 事務室前 千葉市稲毛区 千葉市稲毛区長沼町153 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 043-257-2753
70 京葉工業高等学校 体育館出入口内壁面 千葉市稲毛区 千葉市稲毛区穴川4-11-32 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～17:00 無 043-251-4197
71 第二機動隊 １階 千葉市稲毛区 長沼原町８５０ 毎日利用可能 終日 有 043-257-2666
72 千葉北警察署 １階 千葉市稲毛区 長沼原町１９９－１ 毎日利用可能 終日 有 043-286-0110
73 千葉県障害者スポーツ・レクリエーションセンター 事務室 千葉市稲毛区 天台６丁目５番１号 月～土 9：00～21：00 無 043-253-6111
74 子どもと親のサポートセンター １階庶務課 千葉市稲毛区 小仲台5-10-2 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 043-207-6032
75 総合スポーツセンター スポーツ科学センター２階保健室 千葉市稲毛区 天台町323 毎日利用可能 8:30～21：15 有 043-290-8501
76 総合スポーツセンター 硬式野球場本部前ロビー 千葉市稲毛区 天台町323 毎日利用可能 8:30～21：15 有 043-290-8501
77 総合スポーツセンター 陸上競技場ロビー 千葉市稲毛区 天台町323 毎日利用可能 8:30～21：15 有 043-290-8501



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
78 総合スポーツセンター 武道館ロビー 千葉市稲毛区 天台町323 毎日利用可能 8:30～21：15 有 043-290-8501
79 総合スポーツセンター 宿泊研修棟事務所 千葉市稲毛区 天台町323 毎日利用可能 終日 有 043-290-8501
80 総合スポーツセンター 軟式野球場・ソフトボール場 千葉市稲毛区 天台町323 毎日利用可能 8:30～21：15 有 043-290-8501
81 総合スポーツセンター 体育館ロビー 千葉市稲毛区 天台町323 毎日利用可能 8:30～21：15 有 043-290-8501
82 総合スポーツセンター 庭球場クラブハウス 千葉市稲毛区 天台町323 毎日利用可能 8:30～21：15 有 043-290-8501
83 総合スポーツセンター サッカー・ラグビー場クラブハウス 千葉市稲毛区 天台町323 毎日利用可能 8:30～21：15 有 043-290-8501
84 総合スポーツセンター 弓道場ロビー 千葉市稲毛区 天台町323 毎日利用可能 8:30～21：15 有 043-290-8501
85 千葉県乳児院 食堂前 千葉市若葉区 加曽利町１５３６ 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 043-232-0349
86 若松高等学校 体育館ステージ 千葉市若葉区 千葉市若葉区若松町429 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 043-232-5171
87 若松高等学校 グランド（野球場） 千葉市若葉区 千葉市若葉区若松町429 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 043-232-5171
88 若松高等学校 管理棟事務室前 千葉市若葉区 千葉市若葉区若松町429 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 043-232-5171

89 千城台高等学校 体育館出入口 千葉市若葉区
千葉市若葉区千城台西2-1-
1

月～金 土日祝日は利用不可 8:30～18:00 無 043-236-0161

90 千城台高等学校 保健室前廊下 千葉市若葉区
千葉市若葉区千城台西2-1-
1

月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 043-236-0161

91 泉高等学校 体育館１階入口内側壁面 千葉市若葉区 千葉市若葉区高根町875-1 月～日 終日 無 043-228-2551

92 千葉大宮高等学校 屋内運動場２階アリーナ入口 千葉市若葉区 千葉市若葉区大宮町2699-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 043-264-1981

93 千葉大宮高等学校 保健室前廊下 千葉市若葉区 千葉市若葉区大宮町2699-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 043-264-1981

94 千葉大宮高等学校 図書室前廊下 千葉市若葉区 千葉市若葉区大宮町2699-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 043-264-1981

95 桜が丘特別支援学校 保健室入り口 千葉市若葉区 千葉市若葉区加曽利町1538 月～金 土日祝日は利用不可 7:30～17:30 有 043-231-1449

96 桜が丘特別支援学校（寄宿舎） 玄関 千葉市若葉区 千葉市若葉区加曽利町1538 月～金 土日祝日は利用不可 7:30～17:30 有 043-231-1449

97 千葉東警察署 １階 千葉市若葉区 小倉町８５９－２ 毎日利用可能 終日 有 043-233-0110
98 総合スポーツセンター射撃場 事務所 千葉市若葉区 小間子町4-3 毎日利用可能 9:00～17:00 有 043-239-0164

99 農林総合研究センター 農林総合研究ｾﾝﾀｰ本館 千葉市緑区 大膳野町808
月～金 土日祝日は利用不可
<crlf>年末年始は利用不可

8:30～17:15 有 043-291-0151

100 誉田給水場 ２階管理室 千葉市緑区 おゆみ野6-33-1 毎日利用可能 24時間 有 043-291-0018

101 土気高等学校 体育館玄関内 千葉市緑区
千葉市緑区あすみが丘東2-
24-1

月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 043-294-0014

102 土気高等学校 職員玄関内 千葉市緑区
千葉市緑区あすみが丘東2-
24-1

月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 043-294-0014

103 大網高等学校（中正農場） 中正農場実験室入口 千葉市緑区 千葉市緑区上大和田町701 職員在室時 職員在室時 無
104 千葉聾学校 玄関（１階職員室前） 千葉市緑区 千葉市緑区鎌取町65-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 有 043-291-1371
105 千葉聾学校（寄宿舎） 寄宿舎玄関 千葉市緑区 千葉市緑区鎌取町65-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50<crlf> 有 043-291-1371
106 千葉聾学校 体育館 千葉市緑区 千葉市緑区鎌取町65-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 有 043-291-1371
107 袖ケ浦特別支援学校 普通特別教室棟１階エレベーターホール 千葉市緑区 千葉市緑区誉田町1-45-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 043-291-6922
108 袖ケ浦特別支援学校（寄宿舎） １階玄関前 千葉市緑区 千葉市緑区誉田町1-45-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 043-291-6922
109 千葉南警察署 １階 千葉市緑区 おゆみ野中央８－１－２ 毎日利用可能 終日 有 043-291-0110
110 千葉県こども病院 外来 千葉市緑区 辺田町579-1 毎日利用可能 ２４時間 有 043-292-2111
111 千葉リハビリテーションセンター ①本館2階第11診察室前 千葉市緑区 誉田町1-45-2 毎日利用可能 24時間 有 043-291-1831
112 千葉リハビリテーションセンター ②中央棟1階防災センター横 千葉市緑区 誉田町1-45-2 毎日利用可能 24時間 有 043-291-1831
113 千葉リハビリテーションセンター ③居住棟3階Ｂ棟入口付近廊下 千葉市緑区 誉田町1-45-2 毎日利用可能 24時間 無 043-291-1831
114 千葉リハビリテーションセンター ④更生園2階勤務室前 千葉市緑区 誉田町1-45-2 毎日利用可能 24時間 無 043-291-1831
115 障害者高等技術専門校 保健室 千葉市緑区 大金沢町470 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 043-291-7744

116
日本コンベンションセンター（国際展示場１～８ホー
ル）

①２階 中央エントランス 千葉市美浜区 中瀬２－１ 原則毎日利用可能 原則8:00～20:00 有 043-296-0001



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号

117
日本コンベンションセンター（国際展示場１～８ホー
ル）

②２ホール前 千葉市美浜区 中瀬２－１ 原則毎日利用可能 原則8:00～20:00 有 043-296-0001

118
日本コンベンションセンター（国際展示場１～８ホー
ル）

③４ホール前 千葉市美浜区 中瀬２－１ 原則毎日利用可能 原則8:00～20:00 有 043-296-0001

119
日本コンベンションセンター（国際展示場１～８ホー
ル）

④７ホール前 千葉市美浜区 中瀬２－１ 原則毎日利用可能 原則8:00～20:00 有 043-296-0001

120
日本コンベンションセンター（国際展示場１～８ホー
ル）

⑤１階 総合管理センター 千葉市美浜区 中瀬２－１ 原則毎日利用可能 原則8:00～20:00 有 043-296-0001

121
日本コンベンションセンター（国際展示場９～１１
ホール）

①１階 サブ管理センター 千葉市美浜区 中瀬２－２－１ 原則毎日利用可能 施設の開業日時による 有 043-296-0001

122
日本コンベンションセンター（国際展示場９～１２
ホール）

②２階 ｴｽﾌﾟﾗﾅｰﾄﾞ中央（10ﾎｰﾙ前） 千葉市美浜区 中瀬２－２－１ 原則毎日利用可能 施設の開業日時による 有 043-296-0001

123
日本コンベンションセンター（国際展示場９～１３
ホール）

③２階 ｴｽﾌﾟﾗﾅｰﾄﾞ北（11ﾎｰﾙ前） 千葉市美浜区 中瀬２－２－１ 原則毎日利用可能 施設の開業日時による 有 043-296-0001

124 日本コンベンションセンター国際展示場 駐車場 ①管理棟Ａ棟 千葉市美浜区 豊砂１－１６ 原則毎日利用可能 原則8:00～23:00 有 043-296-0001
125 日本コンベンションセンター国際展示場 駐車場 ②管理棟Ｂ棟 千葉市美浜区 豊砂１－１６ 原則毎日利用可能 原則8:00～23:00 有 043-296-0001
126 花見川終末処理場 ①管理棟１Ｆロビー 千葉市美浜区 磯辺８－２４－１ 毎日利用可能 終日 有 043-279-4381
127 花見川終末処理場 ②汚泥処理棟１階ロビー 千葉市美浜区 磯辺８－２４－１ 毎日利用可能 終日 有 043-277-1816

128 千葉水道事務所千葉西支所 ２階執務室入口 千葉市美浜区 真砂5-20
月～金 土日祝日、年末年始
は利用不可

8:30～17:15 有 043-278-4144

129 検見川高等学校 体育科準備室 千葉市美浜区 千葉市美浜区真砂4-17-1 月～金 土日祝日は利用不可 7:00～17:00 無 043-278-1218
130 磯辺高等学校 体育館出入口内側 千葉市美浜区 千葉市美浜区磯辺2-7-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 043-277-2211
131 磯辺高等学校 保健室前廊下 千葉市美浜区 千葉市美浜区磯辺2-7-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 043-277-2211
132 幕張総合高等学校 保健室入口 千葉市美浜区 千葉市美浜区若葉3-1-6 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 043-211-6311
133 幕張総合高等学校 体育館入口 千葉市美浜区 千葉市美浜区若葉3-1-6 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 043-211-6311
134 幕張総合高等学校（看護科校舎） 体育館入口付近 千葉市美浜区 千葉市美浜区若葉2-10-2 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 043-272-7711
135 千葉西高等学校 体育館１階体育教官室前 千葉市美浜区 千葉市美浜区磯辺3-30-3 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 043-277-0115
136 千葉運転免許センター １階 千葉市美浜区 浜田２－１ 毎日利用可能 終日 有 043-274-2000
137 第一機動隊 １階 千葉市美浜区 豊砂８ 毎日利用可能 終日 有 043-296-0021
138 千葉西警察署 １階 千葉市美浜区 真砂２－１－１ 毎日利用可能 終日 有 043-277-0110
139 千葉県救急医療センター １階外来受付前 千葉市美浜区 磯辺3-32-1 毎日利用可能 ２４時間 無 043-279-2211
140 県立幕張海浜公園 パークセンター 千葉市美浜区 ひび野2-116 毎日利用可能 8:15～17:15 有 043-296-0126
141 花見川第二終末処理場 管理棟１階玄関ホール 千葉市美浜区 豊砂７ 月～金 土日祝日は利用不可 ７：００～１９：００ 有 043-213-4340
142 千葉県精神科医療センター デイホスピタル 千葉市美浜区 豊砂5 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 043-276-1361

143 千葉県立保健医療大学（千葉市美浜区若葉） 事務棟１階、歯科診療室 千葉市美浜区 若葉2-10-1
月～金（土、日、祝日を除
く）

8:30～17:15 有 043-296-2000

144 千葉障害者就業支援キャリアセンター １階ロビー 千葉市美浜区 新港43‐1 月～金 土日祝日は利用不可 8:45～17:30 有 043-204-2385

145 水質センター ２階事務室入口 千葉市美浜区 若葉3-1-7
月～金 土日祝日、年末年始
は利用不可

8:30～17:15 有 043-296-8100

146 幕張新都心地下第１駐車場 地下１階事務室 千葉市美浜区 中瀬2-2-3   無 043-296-2277
147 幕張新都心地下第２駐車場 地下１階事務室 千葉市美浜区 中瀬1-113   無 043-296-3301
148 総合教育センター 本館１Ｆ 千葉市美浜区 若葉2-13 開館時常時利用可 8:30～17:15 無 043-276-1166

149 地震体験車「まもるくん」 車内 千葉市中央区 市場町1-1 有 ０４３－２２３－２１７６

150 千葉地方検察庁 1F玄関ロビー 千葉市中央区 中央4-11-1 -
151 千葉刑務所 処遇部門事務室（本部） 千葉市若葉区 貝塚町192 -
152 東京大学 検見川セミナーハウス セミナーハウス前 千葉市花見川区 花園町１０３５ 043-273-8669
153 東京大学 検見川セミナーハウス サッカー場脇 千葉市花見川区 花園町１０３５ 043-273-8669
154 東京大学 検見川セミナーハウス 野球場 千葉市花見川区 花園町１０３５ 043-273-8669
155 東京大学 検見川セミナーハウス 陸上競技場浦 千葉市花見川区 花園町１０３５ 043-273-8669
156 東京大学 検見川セミナーハウス テニスコート脇倉庫内 千葉市花見川区 花園町１０３５ 043-273-8669
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157 東京大学 検見川セミナーハウス 体育館内 千葉市花見川区 花園町１０３５ 043-273-8669
158 千葉南税務署 2F事務室 千葉市中央区 蘇我5-9-1 有 -
159 千葉東税務署 ２F事務室 千葉市中央区 祐光1-1-1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 043-225-6811
160 千葉西税務署 1階会議室 千葉市花見川区 武石町1-520 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 043-274-2111
161 千葉西税務署 2階総務課 千葉市花見川区 武石町1-520 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 043-274-2111

162 千葉市役所 １階 健康企画課 千葉市中央区 千葉港1-1
月～金（祝日、12/29～1/3を
除く）

8:30～17:30 有 043-245-5210

163 中央区役所 １階 警備員室 千葉市中央区 中央3-10-8
月～金（祝日、12/29～1/3を
除く）

8:30～17:30 有 043-221-2111

164 花見川区役所 １階 警備員室 千葉市花見川区 瑞穂１-１
月～金（祝日、12/29～1/3を
除く）

8:30～17:30 有 043-275-6111

165 稲毛区役所 １階 警備員室 千葉市稲毛区 穴川4-12-1
月～金（祝日、12/29～1/3を
除く）

8:30～17:30 有 043-284-6111

166 若葉区役所 １階 警備員室 千葉市若葉区 桜木北2-1-1
月～金（祝日、12/29～1/3を
除く）

8:30～17:30 有 043-233-8111

167 緑区役所 １階 警備員室 千葉市緑区 おゆみ野3-15-3
月～金（祝日、12/29～1/3を
除く）

8:30～17:30 有 043-292-8111

168 美浜区役所 １階 警備員室 千葉市美浜区 真砂5-15-1
月～金（祝日、12/29～1/3を
除く）

8:30～17:30 有 043-270-3111

169 市町村職員中央研修所 管理事務室内 千葉市美浜区 浜田１－１ 043-276-3737
170 市町村職員中央研修所 管理事務室前 千葉市美浜区 浜田１－１ 043-276-3737
171 千葉市消防局（セーフティーちば） １階 千葉市中央区 長洲1-2-1 毎日 24時間 有 043-202-1648

172 千葉市消防学校 事務室 千葉市緑区 平川町1513-1
月～金（祝日、12/29～1/3を
除く）

8:30～17:30 有 043-292-1190

173 千葉市花見川消防署 １階 千葉市花見川区 犢橋町107-2 毎日 24時間 有 043-259-2544
174 千葉市稲毛消防署 ２階 千葉市稲毛区 穴川4-12-2 毎日 24時間 有 043-284-5111
175 千葉市若葉消防署 １階 千葉市若葉区 金親町244-1 毎日 24時間 有 043-237-7998
176 千葉市緑消防署 １階 千葉市緑区 おゆみ野3-15-1 毎日 24時間 有 043-292-6111
177 千葉市美浜消防署 １階 千葉市美浜区 真砂5-15-6 毎日 24時間 有 043-279-0119
178 幕張テクノガーデン Ｂ棟１Ｆ副防災センターほか 千葉市美浜区 中瀬１－３ 043-296-8460
179 幕張テクノガーデン 千葉市美浜区 中瀬１－３ 043-296-8460
180 幕張テクノガーデン 千葉市美浜区 中瀬１－３ 043-296-8460
181 幕張テクノガーデン 千葉市美浜区 中瀬１－３ 043-296-8460

182 中央区保健福祉センター １１階 健康課 千葉市中央区 中央4-5-1
月～金（祝日、12/29～1/3を
除く）

8:30～17:30 有 043-221-2150

183 花見川区保健福祉センター １階 高齢障害支援課 千葉市花見川区 瑞穂1-1
月～金（祝日、12/29～1/3を
除く）

8:30～17:30 有 043-275-6425

184 稲毛区保健福祉センター 警備室 千葉市稲毛区 穴川4-12-4
月～金（祝日、12/29～1/3を
除く）

8:30～17:30 有 043-284-6141

185 若葉区保健福祉センター 地階 守衛室 千葉市若葉区 貝塚2-19-1
月～金（祝日、12/29～1/3を
除く）

8:30～17:30 有 043-233-8191

186 緑区保健福祉センター 地下１階 警備員室 千葉市緑区 鎌取町226-１
月～金（祝日、12/29～1/3を
除く）

8:30～17:30 有 043-262-2620

187 美浜区保健福祉センター １階 警備員室 千葉市美浜区 真砂5-15-2
月～金（祝日、12/29～1/3を
除く）

8:30～17:30 有 043-270-3505

188 千葉市休日救急診療所 １階 正面玄関警備員室 千葉市美浜区 幸町1-3-9 月～金、日、祝 8:30～17:30 有 043-238-9911

189 こころの健康センター 事務室 千葉市美浜区 高浜2-1-16
月～金（祝、12/29～1/3を除
く）

9:00～17:00 有 043-204-1582

190 千葉市児童相談所 1階 事務室内 千葉市美浜区 高浜3-2-3 月～金（祝日を除く） 8:30～17:30 有 043-277-8880

191 千葉市亥鼻福祉作業所 玄関入って左 千葉市中央区 亥鼻2-10-16
月～金（祝日、12/29～1/3を
除く）

9:00～17:00 有 043-227-6089



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号

192 千葉市鎌取福祉作業所 玄関入って右 千葉市緑区 鎌取町2810-8
月～金（祝日、12/29～1/3を
除く）

9:00～17:00 有 043-266-3626

193 千葉市桜木園 １階 事務室 千葉市若葉区 桜木8-31-15 毎日 24時間 有 043-231-5865
194 千葉市桜木園 １階 病棟 治療室 千葉市若葉区 桜木8-31-15 毎日 24時間 有 043-231-5865
195 千葉市和陽園 1F事務所 千葉市若葉区 千城台南4-13-1 毎日 24時間 有 043-237-0157
196 千葉市子ども交流館 きぼーる内（３Ｆ事務室） 千葉市中央区 中央4-5-1 火曜と12/29～1/3は利用不可 9:00～20:00 有 043-202-1504

197 暮らしのプラザ
２階 消費生活センター事務室カウン
ター脇

千葉市中央区 弁天1-25-1
月～土（祝日、12/29～1/3を
除く）

9:00～16:30 有 043-207-3601

198 千葉市科学館 １０階 飲料水自動販売機 千葉市中央区 中央4-5-1
休館日と12/29～1/1は利用不
可

9:00～20:00 有 043-308-0511

199 千葉市科学館 ７階 事務所 千葉市中央区 中央4-5-1
休館日と12/29～1/1は利用不
可

9:00～20:00 有 043-308-0511

200 千葉市科学館 ７階 飲料水自動販売機 千葉市中央区 中央4-5-1
休館日と12/29～1/1は利用不
可

9:00～20:00 有 043-308-0511

201 千葉市北谷津清掃工場 管理棟２階事務所内書棚 千葉市若葉区 北谷津347
月～金（祝、12/29～1/3は利
用不可）

9:00～17:00 有 043-228-3911

202 千葉市新港清掃工場 ４階 市事務所 キャビネット内 千葉市美浜区 新港226-1
月～金（祝、12/29～1/3は利
用不可）

9:00～17:00 有 043-242-3366

203 千葉市北清掃工場 管理棟１階事務室 千葉市花見川区 三角町727-1
月～金（祝、12/29～1/3は利
用不可）

9:00～17:00 有 043-258-5300

204 千葉市北リサイクルプラザ １階受付 千葉市花見川区 三角町689-1
月、祝、12/29～1/3は利用不
可

9:00～21:00 有 043-258-5380

205 千葉市新浜リサイクルセンター
管理棟（リサイクルプラザ）事務所カウン
ター上

千葉市中央区 新浜町4
月～金（祝、12/29～1/3は利
用不可）

9:00～17:00 有 043-263-9100

206 千葉市地方卸売市場 青果棟現場事務所 千葉市美浜区 高浜2-2-1
日曜・祝日と12/31～1/4は利
用不可

0:00～12:00 有 043-248-3200

207 千葉市地方卸売市場 水産棟現場事務所 千葉市美浜区 高浜2-2-1
日曜・祝日と12/31～1/4は利
用不可

0:00～12:00 有 043-248-3200

208 千葉市地方卸売市場 守衛室 千葉市美浜区 高浜2-2-1
日曜・祝日と12/31～1/4は利
用不可

0:00～12:00 有 043-248-3200

209 千葉市農政センター １階 管理棟事務室 千葉市若葉区 野呂町714-3
毎日（12/29～1/3は利用不
可）

9:00～21:00 有 043-228-6271

210 千葉市ふるさと農園 １階 管理棟事務室 千葉市花見川区 三角町656-3 月曜と12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-257-9981
211 千葉市都市緑化植物園 事務室 千葉市中央区 星久喜町278 月曜と12/29～1/3は利用不可 9:00～17:00 有 043-264-9559
212 千葉市富田都市農業交流センター 管理棟（多目的トイレ内） 千葉市若葉区 富田町711-1 月曜と12/29～1/3は利用不可 9:00～17:00 有 043-226-0022
213 千葉市下田都市農業交流センター 管理棟（情報コーナー） 千葉市若葉区 下田町971-1 月曜と12/29～1/3は利用不可 9:00～17:00 有 043-237-8011

214 千葉市中田都市農業交流センター 管理棟（事務室） 千葉市若葉区 中田町2479-35 月曜と12/29～1/3は利用不可
4月～9月7:00～18:00 10
月～3月8:00～17:00

有 043-228-2251

215 千葉市中央コミュニティセンター ４階 事務室 千葉市中央区 千葉港2-1
毎日（12/29～1/3は利用不
可）

9:00～21:00 有 043-245-5724

216 千葉市中央ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ松波分室 事務室 千葉市中央区 松波2-14-8
毎日（12/29～1/3は利用不
可）

9:00～17:15 有 043-251-3115

217 千葉市稲毛区穴川コミュニティセンター １階 事務所 千葉市稲毛区 穴川4-12-3 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-284-6155
218 千葉市稲毛区長沼コミュニティセンター １階 事務所 千葉市稲毛区 長沼町461-8 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-257-6731
219 千葉市中央区蘇我コミュニティセンター １階 事務室 千葉市中央区 今井1-14-35 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-264-8331
220 千葉市花見川区畑コミュニティセンター １階 事務室 千葉市花見川区 畑町1336-2 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-273-5454
221 千葉市花見川区幕張コミュニティセンター １階 事務室 千葉市花見川区 幕張町3-7730-4 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-272-5001
222 千葉市花見川区花島コミュニティセンター １階 事務室 千葉市花見川区 花島町308 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-286-8822
223 千葉市緑区鎌取コミュニティセンター ２階 事務室 千葉市緑区 おゆみ野3-15-2 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-292-6131

224 千葉市土気あすみが丘プラザ １階 事務室 千葉市緑区 あすみが丘7-2-4
休館日と12/29～1/3は利用不
可

9:00～21:00 有 043-295-0301



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
225 千葉市美浜区高洲コミュニティセンター １階 事務室 千葉市美浜区 高洲3-12-1 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-277-3000
226 千葉市美浜区真砂コミュニティセンター ３階 事務室 千葉市美浜区 真砂4-1-7 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-277-2512
227 千葉市若葉区都賀コミュニティセンター １階 事務室 千葉市若葉区 都賀4-20-1 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-233-4211
228 千葉市若葉区千城台コミュニティセンター １階 事務室 千葉市若葉区 千城台西2-1-1 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-237-2241

229 千葉市中央いきいきプラザ １階 老人センター事務室 千葉市中央区 松ケ丘町257-1
月～土（12/29～1/3は利用不
可）

9:00～17:00 有 043-209-9000

230 千葉市稲毛いきいきプラザ １階 事務室 千葉市稲毛区 稲毛東6-19-1
月～土（12/29～1/3は利用不
可）

9:00～17:00 有 043-242-8005

231 千葉市若葉いきいきプラザ １階 事務室 千葉市若葉区 北谷津町333-2
月～土（12/29～1/3は利用不
可）

9:00～17:00 有 043-228-5010

232 千葉市緑いきいきプラザ １階 事務室 千葉市緑区 誉田町2-15-65
月～土（12/29～1/3は利用不
可）

9:00～17:00 有 043-300-1313

233 千葉市美浜いきいきプラザ １階 事務室 千葉市美浜区 高洲3-5-6
月～土（12/29～1/3は利用不
可）

9:00～17:00 有 043-270-1800

234 千葉市療育センター １階 事務室 千葉市美浜区 高浜4-8-3
月～金（祝、12/29～1/3は利
用不可）

9:00～17:15 有 043-279-1141

235 千葉市ハーモニープラザ １階 管理室 千葉市中央区 千葉寺町1208-2 祝日と12/29～1/3は利用不可
火～土9:00～21:00 日、
月9:00～17:15

有 043-209-8771

236 千葉市花見川いきいきプラザ １階 事務室 千葉市花見川区 三角町750
月～土（12/29～1/3は利用不
可）

9:00～17:00 有 043-216-0080

237 千葉市文化センター ４階 受付 千葉市中央区 中央2-5-1 開場日 開場時間内 有 043-224-8211
238 千葉市民会館 １階 受付事務室内 千葉市中央区 要町1-1 開場日 開場時間内 有 043-224-2431
239 千葉市文化交流プラザ ７階 受付 千葉市中央区 富士見1-3-2 12/29～1/3は利用不可 9:00～利用時間内 有 043-202-0800

240 千葉市美浜文化ホール １階 文化ホール受付 千葉市美浜区 真砂5-15-2
第3月曜と12/29～1/3は利用
不可

9:00～22:00 有 043-270-5619

241 千葉市蘇我勤労市民プラザ １階 千葉市中央区 今井1-14-43
第2月曜と12/29～1/3は利用
不可

9:00～21:00 有 043-266-5504

242 千葉市長沼原勤労市民プラザ １階 千葉市稲毛区 長沼原町304-1
第2月曜と12/29～1/3は利用
不可

9:00～21:00 有 043-257-1863

243 千葉市幕張勤労市民プラザ １階 千葉市美浜区 若葉3-1-8
第2月曜と12/29～1/3は利用
不可

9:00～21:00 有 043-274-0027

244 千葉市松ケ丘公民館 1階 事務室 カウンター 千葉市中央区 松ケ丘町257-2 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-261-5990
245 千葉市生浜公民館 1階 事務室 カウンター 千葉市中央区 生実町67-1 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-263-0268
246 千葉市新宿公民館 1階 事務室 カウンター 千葉市中央区 新宿2-16-14 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-243-4343
247 千葉市宮崎公民館 2階 事務室 カウンター 千葉市中央区 宮崎2-5-22 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-263-5934
248 千葉市葛城公民館 1階 事務室内 千葉市中央区 葛城2-9-2 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-222-8554
249 千葉市末広公民館 1階 事務室内 千葉市中央区 末広3-2-2 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-264-1842
250 千葉市椿森公民館 1階 事務室内 千葉市中央区 椿森6-1-11 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-254-0085
251 千葉市川戸公民館 1階 事務室 カウンター 千葉市中央区 川戸町403-1 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-265-9256
252 千葉市星久喜公民館 1階 事務室 カウンター 千葉市中央区 星久喜町615-7 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-266-4392
253 千葉市幕張公民館 1階 事務室内 千葉市花見川区 幕張町4-602 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-273-7522
254 千葉市幕張本郷公民館 1階 事務室内入口 千葉市花見川区 幕張本郷2-19-33 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-271-6301
255 千葉市花園公民館 1階 事務室内 千葉市花見川区 花園3-12-8 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-273-8842
256 千葉市犢橋公民館 1階 事務室内 千葉市花見川区 犢橋町162-1 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-259-2958
257 千葉市検見川公民館 1階 事務室内 千葉市花見川区 検見川町3-322-25 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-271-8220
258 千葉市花見川公民館 1階 事務室内 千葉市花見川区 柏井町1590-8 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-257-2756
259 千葉市さつきが丘公民館 1階 事務室内 千葉市花見川区 さつきが丘1-32-4 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-250-7967
260 千葉市こてはし台公民館 1階 事務室 カウンター 千葉市花見川区 横戸町861-4 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-250-7977
261 千葉市長作公民館 1階 事務室内 千葉市花見川区 長作町1722-1 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-258-1919
262 千葉市朝日ケ丘公民館 1階 事務室内 千葉市花見川区 朝日ケ丘1-1-30 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-272-4961
263 千葉市稲毛公民館 1階 事務室 カウンター 千葉市稲毛区 稲毛1-10-17 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-243-7425



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
264 千葉市黒砂公民館 1階 事務室内 千葉市稲毛区 黒砂2-4-18 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-241-2811
265 千葉市轟公民館 1階 事務室内 千葉市稲毛区 轟町1-12-3 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-251-7998
266 千葉市千草台公民館 1階 事務室内 千葉市稲毛区 天台3-16-5 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-255-3032
267 千葉市草野公民館 1階 事務室内 千葉市稲毛区 園生町384-93 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-287-3791
268 千葉市山王公民館 1階 事務室内（受付窓口） 千葉市稲毛区 六方町55-29 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-421-1121
269 千葉市都賀公民館 1階 事務室内 千葉市稲毛区 作草部2-8-53 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-251-7670
270 千葉市緑が丘公民館 1階 ロビー 千葉市稲毛区 宮野木町1807-3 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-259-2870
271 千葉市千城台公民館 1階 事務室内 千葉市若葉区 千城台西2-1-1 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-237-1400
272 千葉市加曽利公民館 1階 事務室内 千葉市若葉区 加曽利町892-6 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-232-5182
273 千葉市大宮公民館 1階 事務室内 千葉市若葉区 大宮町3221-2 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-265-2284
274 千葉市みつわ台公民館 1階 事務室内 千葉市若葉区 みつわ台3-12-17 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-254-8458
275 千葉市若松公民館 1階 事務室内 千葉市若葉区 若松町2117-2 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-231-7991
276 千葉市桜木公民館 1階 事務室内 千葉市若葉区 桜木3-17-29 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-234-1171
277 千葉市誉田公民館 1階 事務室内 千葉市緑区 誉田町1-789-49 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-291-1512
278 千葉市椎名公民館 1階 事務室内 千葉市緑区 富岡町290-1 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-292-0210
279 千葉市土気公民館 1階 事務室内 千葉市緑区 土気町1631-7 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-294-0049
280 千葉市越智公民館 1階 事務室内 千葉市緑区 越智町822-7 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-294-6971
281 千葉市おゆみ野公民館 1階 事務室内 千葉市緑区 おゆみ野中央2-7-6 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-293-1520
282 千葉市稲浜公民館 1階 事務室 カウンター 千葉市美浜区 稲毛海岸3-4-1 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-247-8555
283 千葉市幕張西公民館 1階 事務室 カウンター 千葉市美浜区 幕張西2-6-2 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-272-2733
284 千葉市磯辺公民館 1階 事務室 カウンター 千葉市美浜区 磯辺1-48-1 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-278-0033
285 千葉市幸町公民館 1階 事務室内 千葉市美浜区 幸町2-12-14 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-247-0666
286 千葉市高浜公民館 1階 事務室 カウンター 千葉市美浜区 高浜1-8-3 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-248-7500
287 千葉市小中台公民館 事務室 千葉市稲毛区 小仲台5-7-1 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-251-6616
288 千葉市更科公民館 事務室 千葉市若葉区 更科町2254-1 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-239-0507
289 千葉競輪場 救護室 千葉市中央区 弁天4-1-1 開催日 開催時間内 有 043-251-7111
290 千葉市斎場 １階 事務室内 千葉市緑区 平山町1762-2 毎日（1/1は利用不可） 9:00～22:00 有 043-293-4000
291 幕張霊園 管理事務所 千葉市花見川区 幕張町3-2241-1 -

292 千葉公園 (中央・稲毛公園緑地事務所事務室) 千葉市中央区 弁天3-1-1
土日祝日と12/29～1/3は利用
不可

8:30～17:30 有 043-251-5103

293 千葉公園 (千葉公園体育館事務室) 千葉市中央区 弁天3-1-1 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-253-8050

294 稲毛海浜公園 （美浜公園緑地事務所事務室） 千葉市美浜区 高浜7-2-1
土日祝日と12/29～1/3は利用
不可

8:30～17:30 有 043-279-8440

295 稲毛海浜公園 （花の美術館事務室） 千葉市美浜区 高浜7-2-4 月曜と12/29～1/3は利用不可 9:30～17:00 有 043-277-8776
296 稲毛海浜公園 （屋内運動場事務室） 千葉市美浜区 高浜7-1-3 12/29～1/3は利用不可 9:00～17:00 有 043-247-2443
297 稲毛海浜公園 （稲毛ヨットハーバー医務室） 千葉市美浜区 磯辺2-8-1 火曜と12/29～1/3は利用不可 9:00～17:00 有 043-279-1160
298 稲毛海浜公園 ２階事務室入口脇（プール管理棟） 千葉市美浜区 高浜7-1-1 プール開園期間中 9:00～17:00 有 043-247-2771
299 千葉市動物公園 動物科学館１階 千葉市若葉区 源町280 月曜と12/29～1/1は利用不可 9:30～16:30 有 043-252-1111
300 千葉市動物公園 レストラン 千葉市若葉区 源町280 月曜と12/29～1/1は利用不可 9:30～16:30 有 043-252-1111
301 千葉市動物公園 遊園地（お年寄りサロン） 千葉市若葉区 源町280 月曜と12/29～1/1は利用不可 9:30～16:30 有 043-252-1111
302 千葉市動物公園 家畜の原種ゾーン自動販売機格納 千葉市若葉区 源町280 月曜と12/29～1/1は利用不可 9:30～16:30 有 043-252-1111
303 千葉市動物公園 正門売店レジカウンター内 千葉市若葉区 源町280 月曜と12/29～1/1は利用不可 9:30～16:30 有 043-252-1111
304 千葉市動物公園 西口売店レジカウンター内 千葉市若葉区 源町280 月曜と12/29～1/1は利用不可 9:30～16:30 有 043-252-1111
305 千葉市動物公園 北口売店レジカウンター内 千葉市若葉区 源町280 月曜と12/29～1/1は利用不可 9:30～16:30 有 043-252-1111
306 千葉市動物公園 展望デッキ売店レジカウンター内 千葉市若葉区 源町280 月曜と12/29～1/1は利用不可 9:30～16:30 有 043-252-1111

307 有吉公園 事務室 千葉市緑区 おゆみ野有吉34-1 12/29～1/3は利用不可
9:00～21:00（12月～2月は
9:00～17:00）

有 043-291-1800

308 青葉の森スポーツプラザ（陸上競技場） 事務室 千葉市中央区 青葉町654 12/29～1/3は利用不可
5月～9月9:00～18:0010月
～4月9:00～17:00

有 043-262-8899

309 昭和の森（緑公園緑地事務所） 事務室 千葉市緑区 土気町22
土日祝日と12/29～1/3は利用
不可

8:30～17:30 有 043-294-2884
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310 昭和の森（スポーツゾーン） テニスコート受付 千葉市緑区 土気町22 12/29～1/3は利用不可
3月～10月9:00～17:0011月
～2月10:00～16:00

有 043-294-3845

311 昭和の森フォレストビレッジ 事務室 千葉市緑区 小食土町955 毎日利用可能 9:00～17:00 有 043-294-1850

312 泉自然公園（若葉公園緑地事務所） 事務室 千葉市若葉区 野呂町108
土日祝日と12/29～1/3は利用
不可

8:30～17:30 有 043-228-0080

313 袖ヶ浦第4緑地（高浜庭球場） 事務室 千葉市美浜区 高浜2-1 12/29～1/3は利用不可 9:00～17:00 有 043-246-2673

314 千葉市宮野木スポーツセンター １階 事務室 千葉市稲毛区 宮野木町2150-4
毎日（12/29～1/3は利用不
可）

9:00～21:00 有 043-258-9690

315 千葉市中田スポーツセンター １階 事務室 千葉市若葉区 中田町1200-1
毎日（12/29～1/3は利用不
可）

9:00～17:00 有 043-228-2415

316 千葉市高洲市民プール １階 事務室 千葉市美浜区 高洲4-2-1
毎日（12/29～1/3は利用不
可）

9:00～21:00 有 043-279-9235

317 千葉市こてはし温水プール 地下１階 プール監視室 千葉市花見川区 三角町750
休館日と12/30～1/1は利用不
可

9:00～21:00 有 043-216-0090

318 千葉市北谷津温水プール １階 医務室 千葉市若葉区 北谷津町327-1
毎日（12/29～1/3は利用不
可）

9:00～21:00 有 043-228-5000

319 千葉市みつわ台体育館 １階 事務室 千葉市若葉区 みつわ台3-3-1
毎日（12/29～1/3は利用不
可）

9:00～21:00 有 043-287-3730

320 千葉市古市場体育館 １階 事務室 千葉市緑区 古市場町474-277
毎日（12/29～1/3は利用不
可）

9:00～21:00 有 043-265-3005

321 千葉市武道館 １階 事務室 千葉市中央区 末広2-11-24
毎日（12/29～1/3は利用不
可）

9:00～21:00 有 043-261-1511

322 千葉市民ゴルフ場 クラブハウス棟フロント 千葉市若葉区 下田町1005 毎日利用可能
6:00～18:00(時期により変
動)

有 043-237-0020

323 千葉市民ゴルフ場 クラブハウス棟マスター室 千葉市若葉区 下田町1005 毎日利用可能
6:00～18:00(時期により変
動)

有 043-237-0020

324 千葉市生涯学習センター １階 総合受付 千葉市中央区 弁天3-7-7
第４月曜と12/29～1/3は利用
不可

9:00～21:00 有 043-207-5811

325 千葉市中央図書館 ２階 事務室 千葉市中央区 弁天3-7-7
月曜・第３木曜と12/29～1/3
は利用不可

火～金9:30～21:00土、
日、祝9:30～17:30

有 043-287-3980

326 千葉市みやこ図書館 ２階 事務室 千葉市中央区 都町3-11-3
月曜・第３木曜と12/29～1/3
は利用不可

9:00～17:15 有 043-233-8333

327 千葉市みやこ図書館白旗分館 １階 事務室 千葉市中央区 白旗1-3-16
月曜・祝日・第３木曜と
12/29～1/3は利用不可

9:00～17:15 有 043-264-8566

328 千葉市花見川図書館 １階 カウンター 千葉市花見川区 こてはし台5-9-7
月曜・祝日・第３木曜と
12/29～1/3は利用不可

9:00～17:15 有 043-250-2851

329 千葉市花見川図書館花見川団地分館 ２階 事務室 千葉市花見川区 花見川3-31-101
月曜・祝日・第３木曜と
12/29～1/3は利用不可

9:00～17:15 有 043-250-5111

330 千葉市稲毛図書館 １階 事務室 千葉市稲毛区 小仲台5-1-1
月曜・第３木曜と12/29～1/3
は利用不可

9:00～17:15 有 043-254-1845

331 千葉市若葉図書館 ２階 事務室 千葉市若葉区 千城台西2-1-1
月曜・第３木曜と12/29～1/3
は利用不可

9:00～17:15 有 043-237-9361

332 千葉市若葉図書館 西都賀分館 １階 カウンター 千葉市若葉区 西都賀2-8-8
月曜・祝日・第３木曜と
12/29～1/3は利用不可

9:00～17:15 有 043-254-8681

333 千葉市若葉図書館泉分館 白井公民館事務室内（1階） 千葉市若葉区 野呂町622-10
月曜・祝日・第３木曜と
12/29～1/3は利用不可

9:00～17:15 有 043-228-2982

334 千葉市美浜図書館 打瀬分館 千葉市打瀬公民館１階事務室内 千葉市美浜区 打瀬2-13
月曜・祝日・第３木曜と
12/29～1/3は利用不可

9:00～17:15 有 043-272-4646

335 千葉市立加曽利貝塚博物館 博物館本館1階受付 千葉市若葉区 桜木8-33-1
月曜・祝日と12/29～1/3は利
用不可

9:00～17:00 有 043-231-0129
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336 千葉市立郷土博物館 2階 事務室内 千葉市中央区 亥鼻1-6-1
月曜・祝日と12/29～1/3は利
用不可

9:00～17:00 有 043-222-8231

337 千葉市埋蔵文化財調査センター 1階 事務室 カウンター 千葉市中央区 南生実町1210 祝日と12/28～1/4は利用不可 9:00～17:15 有 043-266-5433
338 千葉市民ギャラリー・いなげ １階 事務室内 千葉市稲毛区 稲毛1-8-35 月曜と12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-248-8723
339 公立学校共済組合千葉宿泊所 1Fフロント横 千葉市中央区 千葉港8-5 -

340 千葉市立千葉高等学校 体育館 千葉市稲毛区 小仲台9-46-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-251-6245

341 千葉市立新宿小学校 体育館 千葉市中央区 新宿2-15-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-242-0631

342 千葉市立本町小学校 体育館 千葉市中央区 本町2-6-23
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-227-4501

343 千葉市立寒川小学校 体育館 千葉市中央区 寒川町1-205
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-224-2400

344 千葉市立登戸小学校 体育館 千葉市中央区 登戸2-11-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-241-2321

345 千葉市立院内小学校 体育館 千葉市中央区 祐光1-25-3
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-227-5576

346 千葉市立蘇我小学校 体育館 千葉市中央区 今井3-15-32
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-261-5321

347 千葉市立都小学校 体育館 千葉市中央区 都町1129
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-231-3178

348 千葉市立都賀小学校 体育館 千葉市稲毛区 作草部町938
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-251-6193

349 千葉市立検見川小学校 体育館 千葉市花見川区 検見川町3-322-23
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-273-8030

350 千葉市立稲毛小学校 体育館 千葉市稲毛区 稲毛町5-525
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-243-9072

351 千葉市立畑小学校 体育館 千葉市花見川区 畑町1385
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-273-8074

352 千葉市立園生小学校 体育館 千葉市稲毛区 小仲台9-30-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-251-8149

353 千葉市立千城小学校 体育館 千葉市若葉区 大宮町2655
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-266-3741

354 千葉市立若松小学校 体育館 千葉市若葉区 若松町360-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-231-0729

355 千葉市立大森小学校 体育館 千葉市中央区 大森町268
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-261-3445

356 千葉市立稲丘小学校 体育館 千葉市稲毛区 稲丘町19-30
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-243-9324

357 千葉市立坂月小学校 体育館 千葉市若葉区 坂月町298
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-237-1580

358 千葉市立弥生小学校 体育館 千葉市稲毛区 弥生町3-18
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-251-7295

359 千葉市立花園小学校 体育館 千葉市花見川区 花園4-1-2
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-271-3155

360 千葉市立犢橋小学校 体育館 千葉市花見川区 犢橋町774
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-259-2057

361 千葉市立横戸小学校 体育館 千葉市花見川区 横戸町1005
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-259-5588

362 千葉市立幕張小学校 体育館 千葉市花見川区 幕張町4-781
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-271-7511
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363 千葉市立長作小学校 体育館 千葉市花見川区 長作町1273
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-259-1079

364 千葉市立生浜小学校 体育館 千葉市中央区 浜野町1335
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-264-7200

365 千葉市立椎名小学校 体育館 千葉市緑区 茂呂町582
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-292-0007

366 千葉市立誉田小学校 体育館 千葉市緑区 誉田町1-27
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-291-1141

367 千葉市立轟町小学校 体育館 千葉市稲毛区 轟町3-4-30
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-251-8236

368 千葉市立鶴沢小学校 体育館 千葉市中央区 鶴沢町21-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-227-7576

369 千葉市立平山小学校 体育館 千葉市緑区 辺田町141
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-291-1375

370 千葉市立松ケ丘小学校 体育館 千葉市中央区 松ケ丘町580
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-261-3373

371 千葉市立白井小学校 体育館 千葉市若葉区 野呂町215
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-228-0211

372 千葉市立更科小学校 体育館 千葉市若葉区 更科町2073
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-239-0018

373 千葉市立宮崎小学校 体育館 千葉市中央区 宮崎2-3-13
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-265-6565

374 千葉市立緑町小学校 体育館 千葉市稲毛区 緑町2-13-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-242-2433

375 千葉市立川戸小学校 体育館 千葉市中央区 川戸町450
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-265-3232

376 千葉市立山王小学校 体育館 千葉市稲毛区 山王町121
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-422-2811

377 千葉市立小中台小学校 体育館 千葉市稲毛区 小仲台6-34-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-251-3215

378 千葉市立大宮小学校 体育館 千葉市若葉区 大宮台7-8-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-265-1200

379 千葉市立小倉小学校 体育館 千葉市若葉区 小倉台5-1-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-231-0908

380 千葉市立千草台小学校 体育館 千葉市稲毛区 天台5-11-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-251-9177

381 千葉市立稲毛第二小学校 体育館 千葉市美浜区 稲毛海岸5-7-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-243-7120

382 千葉市立あやめ台小学校 体育館 千葉市稲毛区 園生町446-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-251-9757

383 千葉市立星久喜小学校 体育館 千葉市中央区 星久喜町1060
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-265-1568

384 千葉市立幕張東小学校 体育館 千葉市花見川区 幕張町4-681
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-271-3191

385 千葉市立花見川第一小学校 体育館 千葉市花見川区 花見川4-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-259-0129

386 千葉市立花見川第二小学校 体育館 千葉市花見川区 花見川6-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-259-1230

387 千葉市立幸町小学校 体育館 千葉市美浜区 幸町2-12-12
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-241-5068
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388 千葉市立土気小学校 体育館 千葉市緑区 土気町1634-2
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-294-0009

389 千葉市立弁天小学校 体育館 千葉市中央区 弁天1-21-2
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-251-9141

390 千葉市立桜木小学校 体育館 千葉市若葉区 桜木町220
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-231-2101

391 千葉市立千城台北小学校 体育館 千葉市若葉区 千城台北1-4-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-237-1002

392 千葉市立千城台西小学校 体育館 千葉市若葉区 千城台西2-21-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-237-1004

393 千葉市立宮野木小学校 体育館 千葉市稲毛区 宮野木町1798-2
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-259-7034

394 千葉市立生浜西小学校 体育館 千葉市中央区 塩田町316-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-264-0013

395 千葉市立仁戸名小学校 体育館 千葉市中央区 仁戸名町380
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-264-0012

396 千葉市立こてはし台小学校 体育館 千葉市花見川区 こてはし台2-28-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-259-1337

397 千葉市立花見川第三小学校 体育館 千葉市花見川区 花見川1-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-259-1335

398 千葉市立西小中台小学校 体育館 千葉市花見川区 西小中台3-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-273-2746

399 千葉市立さつきが丘東小学校 体育館 千葉市花見川区 さつきが丘1-7
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-259-7701

400 千葉市立さつきが丘西小学校 体育館 千葉市花見川区 さつきが丘2-14
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-259-7700

401 千葉市立北貝塚小学校 体育館 千葉市若葉区 貝塚町1093
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-232-0467

402 千葉市立大巌寺小学校 体育館 千葉市中央区 大巌寺町375
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-263-7963

403 千葉市立幕張西小学校 体育館 千葉市美浜区 幕張西2-8-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-271-1935

404 千葉市立大宮台小学校 体育館 千葉市若葉区 大宮町2082
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-263-7962

405 千葉市立草野小学校 体育館 千葉市稲毛区 園生町1385
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-253-8033

406 千葉市立柏台小学校 体育館 千葉市稲毛区 園生町588
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-254-1408

407 千葉市立千城台東小学校 体育館 千葉市若葉区 千城台東1-15-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-237-8307

408 千葉市立千城台南小学校 体育館 千葉市若葉区 千城台南1-19-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-237-9393

409 千葉市立小中台南小学校 体育館 千葉市稲毛区 小仲台8-15-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-251-3215

410 千葉市立幸町第三小学校 体育館 千葉市美浜区 幸町1-10-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-241-7807

411 千葉市立高洲第三小学校 体育館 千葉市美浜区 高洲3-3-11
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-278-1912

412 千葉市立千草台東小学校 体育館 千葉市稲毛区 作草部町1298-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-253-0198
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413 千葉市立高洲第四小学校 体育館 千葉市美浜区 高洲1-15-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-278-2783

414 千葉市立真砂第五小学校 体育館 千葉市美浜区 真砂1-12-15
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-278-2773

415 千葉市立高浜第一小学校 体育館 千葉市美浜区 高浜1-4-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-246-6262

416 千葉市立稲浜小学校 体育館 千葉市美浜区 稲毛海岸2-3-2
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-246-4185

417 千葉市立作新小学校 体育館 千葉市花見川区 作新台7-2-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-257-0927

418 千葉市立みつわ台北小学校 体育館 千葉市若葉区 みつわ台3-5-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-255-5121

419 千葉市立誉田東小学校 体育館 千葉市緑区 誉田町2-21-84
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-291-5121

420 千葉市立大木戸小学校 体育館 千葉市緑区 大木戸町317
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-294-5621

421 千葉市立千城台旭小学校 体育館 千葉市若葉区 千城台東3-18-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-236-1511

422 千葉市立柏井小学校 体育館 千葉市花見川区 柏井4-48-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 047-484-2531

423 千葉市立みつわ台南小学校 体育館 千葉市若葉区 みつわ台1-17-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-256-1951

424 千葉市立若松台小学校 体育館 千葉市若葉区 若松台2-25-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-232-7335

425 千葉市立幕張南小学校 体育館 千葉市花見川区 幕張町3-7718
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-271-8511

426 千葉市立都賀の台小学校 体育館 千葉市若葉区 都賀の台2-13-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-251-1353

427 千葉市立上の台小学校 体育館 千葉市花見川区 幕張本郷4-8-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-272-1721

428 千葉市立磯辺第三小学校 体育館 千葉市美浜区 磯辺1-25-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-277-1021

429 千葉市立源小学校 体育館 千葉市若葉区 源町541-6
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-256-1533

430 千葉市立越智小学校 体育館 千葉市緑区 越智町705-359
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-294-7851

431 千葉市立磯辺小学校 体育館 千葉市美浜区 磯辺4-16-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-278-6171

432 千葉市立朝日ケ丘小学校 体育館 千葉市花見川区 朝日ケ丘2-6-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-273-5161

433 千葉市立生浜東小学校 体育館 千葉市中央区 生実町1928
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-266-4541

434 千葉市立泉谷小学校 体育館 千葉市緑区 おゆみ野中央4-3
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-291-6333

435 千葉市立土気南小学校 体育館 千葉市緑区 あすみが丘4-16
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-294-6331

436 千葉市立西の谷小学校 体育館 千葉市花見川区 幕張本郷3-22-6
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-272-6201

437 千葉市立小谷小学校 体育館 千葉市緑区 おゆみ野4-45
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-292-5820
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438 千葉市立大椎小学校 体育館 千葉市緑区 あすみが丘6-38
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-295-0995

439 千葉市立有吉小学校 体育館 千葉市緑区 おゆみ野1-53
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-292-9785

440 千葉市立打瀬小学校 体育館 千葉市美浜区 打瀬1-3-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-211-0321

441 千葉市立金沢小学校 体育館 千葉市緑区 おゆみ野南5-31
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-293-2800

442 千葉市立あすみが丘小学校 体育館 千葉市緑区 あすみが丘6-2
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-295-6781

443 千葉市立扇田小学校 体育館 千葉市緑区 おゆみ野中央1-26
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-293-2700

444 千葉市立瑞穂小学校 体育館 千葉市花見川区 瑞穂1-2
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-271-7641

445 千葉市立海浜打瀬小学校 体育館 千葉市美浜区 打瀬3丁目地内
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-211-3330

446 千葉市立おゆみ野南小学校 体育館 千葉市緑区 おゆみ野南4-26
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-300-0600

447 千葉市立花島小学校 体育館 千葉市花見川区 花見川8-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-259-5127

448 千葉市立美浜打瀬小学校 体育館 千葉市美浜区 打瀬2-18-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-213-2751

449 千葉市立高洲小学校 体育館 千葉市美浜区 高洲2-2-20
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-243-0169

450 千葉市立真砂東小学校 体育館 千葉市美浜区 真砂2-13-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-278-2574

451 千葉市立真砂西小学校 体育館 千葉市美浜区 真砂4-5-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-278-1606

452 千葉市立高浜海浜小学校 体育館 千葉市美浜区 高浜4-8-2
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-277-4402

453 千葉市立高等特別支援学校 体育館 千葉市美浜区 真砂5-18-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-388-0133

454 千葉市立加曽利中学校 体育館 千葉市若葉区 加曽利町961-5
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-231-1794

455 千葉市立末広中学校 体育館 千葉市中央区 末広2-10-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-265-1818

456 千葉市立葛城中学校 体育館 千葉市中央区 葛城2-9-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-227-5566

457 千葉市立椿森中学校 体育館 千葉市中央区 椿森4-1-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-251-6221

458 千葉市立緑町中学校 体育館 千葉市稲毛区 緑町2-3-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-241-4131

459 千葉市立小中台中学校 体育館 千葉市稲毛区 小仲台9-46-2
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-251-7141

460 千葉市立花園中学校 体育館 千葉市花見川区 花園4-1-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-271-7921

461 千葉市立新宿中学校 体育館 千葉市中央区 問屋町1-73
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-241-5887

462 千葉市立蘇我中学校 体育館 千葉市中央区 白旗1-5-3
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-261-4277
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463 千葉市立犢橋中学校 体育館 千葉市花見川区 三角町656-2
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-259-2308

464 千葉市立幕張中学校 体育館 千葉市花見川区 幕張町4-45
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-273-7318

465 千葉市立生浜中学校 体育館 千葉市中央区 南生実町258
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-268-2200

466 千葉市立誉田中学校 体育館 千葉市緑区 誉田町1-138
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-291-0012

467 千葉市立轟町中学校 体育館 千葉市稲毛区 轟町3-5-14
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-251-4305

468 千葉市立松ケ丘中学校 体育館 千葉市中央区 松ケ丘町440
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-261-5261

469 千葉市立白井中学校 体育館 千葉市若葉区 野呂町623
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-228-0201

470 千葉市立更科中学校 体育館 千葉市若葉区 更科町2112
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-239-0030

471 千葉市立川戸中学校 体育館 千葉市中央区 川戸町443
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-264-5109

472 千葉市立稲毛中学校 体育館 千葉市稲毛区 稲毛町5-120
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-243-7229

473 千葉市立千草台中学校 体育館 千葉市稲毛区 千草台2-3-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-251-6129

474 千葉市立花見川中学校 体育館 千葉市花見川区 花見川6-2
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-259-3580

475 千葉市立幸町第一中学校 体育館 千葉市美浜区 幸町2-12-7
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-242-1489

476 千葉市立土気中学校 体育館 千葉市緑区 土気町1400
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-294-0034

477 千葉市立千城台西中学校 体育館 千葉市若葉区 千城台西2-20-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-237-1003

478 千葉市立星久喜中学校 体育館 千葉市中央区 星久喜町823
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-268-7841

479 千葉市立こてはし台中学校 体育館 千葉市花見川区 こてはし台5-15-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-259-1336

480 千葉市立さつきが丘中学校 体育館 千葉市花見川区 さつきが丘2-15
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-259-7702

481 千葉市立高洲第一中学校 体育館 千葉市美浜区 高洲2-3-18
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-242-8943

482 千葉市立大宮中学校 体育館 千葉市若葉区 大宮町2077
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-263-7964

483 千葉市立草野中学校 体育館 千葉市稲毛区 園生町1397
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-253-8034

484 千葉市立幕張西中学校 体育館 千葉市美浜区 幕張西2-9-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-273-0396

485 千葉市立都賀中学校 体育館 千葉市稲毛区 作草部町1306-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-252-2772

486 千葉市立千城台南中学校 体育館 千葉市若葉区 千城台南1-20-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-237-1521

487 千葉市立高洲第二中学校 体育館 千葉市美浜区 高洲4-4-3
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-278-2777
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488 千葉市立みつわ台中学校 体育館 千葉市若葉区 みつわ台2-41-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-255-3631

489 千葉市立緑が丘中学校 体育館 千葉市花見川区 犢橋町2134
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-250-3803

490 千葉市立天戸中学校 体育館 千葉市花見川区 天戸町1429
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-250-1166

491 千葉市立若松中学校 体育館 千葉市若葉区 若松町2106-2
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-232-6125

492 千葉市立高浜中学校 体育館 千葉市美浜区 高浜4-8-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-277-4404

493 千葉市立幸町第二中学校 体育館 千葉市美浜区 幸町1-10-2
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-247-3723

494 千葉市立磯辺中学校 体育館 千葉市美浜区 磯辺7-1-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-279-2891

495 千葉市立山王中学校 体育館 千葉市若葉区 若松町774
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-422-5897

496 千葉市立稲浜中学校 体育館 千葉市美浜区 稲毛海岸2-3-3
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-247-8500

497 千葉市立朝日ケ丘中学校 体育館 千葉市花見川区 朝日ケ丘2-4-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-273-6651

498 千葉市立貝塚中学校 体育館 千葉市若葉区 貝塚1-7-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-231-7077

499 千葉市立越智中学校 体育館 千葉市緑区 越智町651
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-294-0505

500 千葉市立泉谷中学校 体育館 千葉市緑区 おゆみ野中央4-2
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-291-6600

501 千葉市立幕張本郷中学校 体育館 千葉市花見川区 幕張本郷5-18-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-272-3072

502 千葉市立土気南中学校 体育館 千葉市緑区 あすみが丘4-38
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-295-0777

503 千葉市立打瀬中学校 体育館 千葉市美浜区 打瀬3丁目地内
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-211-0344

504 千葉市立有吉中学校 体育館 千葉市緑区 おゆみ野2-41
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-293-2600

505 千葉市立大椎中学校 体育館 千葉市緑区 あすみが丘8-26
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-295-7201

506 千葉市立真砂中学校 体育館 千葉市美浜区 真砂5-18-2
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-278-2576

507 千葉市立おゆみ野南中学校 体育館 千葉市緑区 おゆみ野南5-25
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-300-0721

508 千葉市立養護学校 体育館 千葉市若葉区 大宮町1066-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-265-9293

509 千葉市立第二養護学校 体育館 千葉市稲毛区 轟町3-6-25
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-256-1950

510 千葉市立稲毛高等学校 体育館 千葉市美浜区 高浜3-1-1
土日祝日と学校休業日は利用
不可（体育館解放時を除く）

8:30～17:30及び体育館解
放時

有 043-277-4400

511 千葉ポートパーク 管理事務所 千葉市中央区 中央港1 毎日利用可能 6:30～17:30 有 043-247-6049

512 千葉ポートタワー 事務所 千葉市中央区 中央港1丁目地内 毎日利用可能
6月～9月9:00～21:0010月
～5月9:00～19:00

有 043-241-0125

513 千葉ポートアリーナ １階 救護室 千葉市中央区 問屋町1-20
休館日と12/29～1/3は利用不
可

9:00～21:00 有 043-241-0006



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号

514 千葉アイススケート場 １階 事務室 千葉市美浜区 新港224-1 毎日利用可能
水～金9:00～20:00土～
火・祝日9:00～18:00

有 043-204-7283

515 ＱＶＣマリンフィールド
２階 ①マリーンズ・カスタマーセン
ター

千葉市美浜区 美浜1 開場日 開場時間内 有 043-296-1189

516 ＱＶＣマリンフィールド
２階 ②マリーンズ・カスタマーセン
ター

千葉市美浜区 美浜1 開場日 開場時間内 有 043-296-1189

517 ＱＶＣマリンフィールド １階 防災センター 千葉市美浜区 美浜1 開場日 開場時間内 有 043-296-1189
518 ＱＶＣマリンフィールド １階 医務室 千葉市美浜区 美浜1 開場日 開場時間内 有 043-296-1189
519 ＱＶＣマリンフィールド １階 ダックアウト 千葉市美浜区 美浜1 開場日 開場時間内 有 043-296-1189
520 ＱＶＣマリンフィールド ３階 ダックアウト 千葉市美浜区 美浜1 開場日 開場時間内 有 043-296-1189
521 ＱＶＣマリンフィールド ２階 Ｄゲート通路 千葉市美浜区 美浜1 開場日 開場時間内 有 043-296-1189
522 フクダ電子アリーナ 1階 管理事務室① 千葉市中央区 川崎町1-20 開場日 開場時間内 有 043-208-5577
523 フクダ電子アリーナ 1階 管理事務室② 千葉市中央区 川崎町1-20 開場日 開場時間内 有 043-208-5577
524 フクダ電子アリーナ １階 正面エントランス 千葉市中央区 川崎町1-20 開場日 開場時間内 有 043-208-5577
525 フクダ電子アリーナ １階 運営本部 千葉市中央区 川崎町1-20 開場日 開場時間内 有 043-208-5577
526 フクダ電子アリーナ ４階 来賓室 千葉市中央区 川崎町1-20 開場日 開場時間内 有 043-208-5577
527 フクダ電子アリーナ ２階コンコース① 千葉市中央区 川崎町1-20 開場日 開場時間内 有 043-208-5577
528 フクダ電子アリーナ ２階コンコース② 千葉市中央区 川崎町1-20 開場日 開場時間内 有 043-208-5577
529 フクダ電子アリーナ ２階コンコース③ 千葉市中央区 川崎町1-20 開場日 開場時間内 有 043-208-5577
530 フクダ電子アリーナ ２階コンコース④ 千葉市中央区 川崎町1-20 開場日 開場時間内 有 043-208-5577
531 フクダ電子アリーナ ２階コンコース⑤ 千葉市中央区 川崎町1-20 開場日 開場時間内 有 043-208-5577
532 フクダ電子アリーナ ２階コンコース⑥ 千葉市中央区 川崎町1-20 開場日 開場時間内 有 043-208-5577
533 フクダ電子スクエア １階 管理事務室① 千葉市中央区 川崎町2-18 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-208-5573
534 フクダ電子スクエア １階 管理事務室② 千葉市中央区 川崎町2-18 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-208-5573
535 フクダ電子スクエア １階 通路 千葉市中央区 川崎町2-18 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-208-5573
536 フクダ電子ヒルスコート １階 管理事務室 千葉市中央区 川崎町1-15 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-208-5572
537 フクダ電子ヒルスコート 地下１階 通路 千葉市中央区 川崎町1-15 12/29～1/3は利用不可 9:00～21:00 有 043-208-5572
538 フクダ電子フィールド フィールド横のトイレ脇 千葉市中央区 川崎町4-8 12/29～1/3は利用不可 9:00～17:00 有 043-208-5580
539 三越 千葉店 1Fインフォメーション 千葉市中央区 富士見2-6-1 -
540 そごう千葉 1F総合案内所 千葉市中央区 新町1000 -
541 そごう千葉 10Fレストラン 千葉市中央区 新町1000 -
542 そごう千葉 地下防災センター 千葉市中央区 新町1000 -
543 パルコ千葉店 2F防災センター 千葉市中央区 中央2-2-2 -
544 ペリエ千葉店 本社事務室 千葉市中央区 新千葉1-1-1 -
545 ペリエ千葉店 地下1F保安室 千葉市中央区 新千葉1-1-1 -
546 ペリエ西千葉店 事務所内 千葉市中央区 春日2-24-4 -
547 ペリエ稲毛店 1F保安室 千葉市稲毛区 稲毛東3-19-11 -
548 ペリエ 検見川浜 １Ｆバックヤード 千葉市美浜区 真砂４－２－１ 043-303-0151
549 ペリエ稲毛海岸 １Ｆバックヤード警備員室前 千葉市美浜区 高洲３－２４－２ 043-279-6728
550 ジャスコ鎌取店 1F食品レジ前 千葉市緑区 おゆみ野3-16-1 -
551 ジャスコ鎌取店 1F防災センター 千葉市緑区 おゆみ野3-16-1 -
552 ジャスコ鎌取店 2F事務所 千葉市緑区 おゆみ野3-16-1 -
553 イトーヨーカ堂幕張店 保安室 千葉市花見川区 幕張町4-417-25 -
554 イトーヨーカ堂幕張店 シスター室 千葉市花見川区 幕張町4-417-25 -
555 タイヨー 千葉店 サービスカウンター脇 千葉市若葉区 東寺山町777-9 -
556 イオンおゆみ野 1F防災センター 千葉市緑区 おゆみ野南5-37-1 -
557 イオンおゆみ野 2Fモールインフォメーション 千葉市緑区 おゆみ野南5-37-1 -
558 ロイヤルホームセンター（株） 千葉北店 正面入口 千葉市稲毛区 六方町７５－１ 043-304-3711
559 やすだ 稲毛駅前店 １Ｆホール景品カウンター内 千葉市稲毛区 小仲台２－２－１０ 043-287-3127
560 やすだ 幕張店 １Ｆ景品カウンター 千葉市花見川区 幕張町３－７７１０－３ 043-276-5510
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561 ナリタヤ小深町四街道店 千葉市稲毛区 小深町１１８－６ 毎日
9:30～21:45（月～土）、
9:00～21:00（日）

043-304-7222

562 フレッシュなりたや誉田店 千葉市緑区 誉田町３－４６－１ 毎日
9:30～21:00（月～土）、
9:00～21:00（日）

043-300-5529

563 リブレ京成 幕張本郷店 店内入口 千葉市花見川区 幕張本郷６－２２－３０ 043-272-9181
564 ファミリーマート 船橋夏見店 千葉市中央区 夏見4-4-25 24時間
565 千葉中央ツインビル１号館 1F防災センター 千葉市中央区 中央1-11-1 -
566 千葉中央ツインビル２号館 1F防災センター 千葉市中央区 中央2-5-1 -
567 千葉ポートスクエア 中央防災センター 千葉市中央区 問屋町1-35 -
568 千葉ポートスクエア タウン防災センター 千葉市中央区 問屋町1-35 -
569 オークラ千葉ホテル 1Fフロント 千葉市中央区 中央港1-13-3 -
570 千葉ワシントンホテル 1Fロビー 千葉市中央区 富士見1-13-1 -
571 ホテルルートイン千葉 ホテルフロント 千葉市中央区 本千葉町8-18 -
572 ニューオータニ幕張 フロント、スポーツクラブ 千葉市美浜区 ひび野2-2 -
573 ホテルニューツカモト 1Fフロント 千葉市中央区 千葉港7-1 -
574 ドーミーイン蘇我 1Fロビー 千葉市中央区 南町2-15-4 -
575 ドーミーイン蘇我 2F共用部 千葉市中央区 南町2-15-4 -
576 ＪＦＥ千葉体育館 事務所 千葉市中央区 南町1-3-1 -
577 鷹之台テニスクラブ フロントカウンター 千葉市花見川区 横戸町810 -
578 鷹之台カンツリー倶楽部 キャディマスター室 千葉市花見川区 横戸町1501 -
579 稲毛インターナショナルスイミングスクール コーチ室 千葉市稲毛区 小仲台7-15-10 -
580 袖ヶ浦カンツリー倶楽部 新袖コース キャディマスター室 千葉市若葉区 富田町1140 -
581 新極真会 千葉南支部 2F道場 千葉市若葉区 加曽利町365-2 -
582 コナミスポーツクラブ都賀 カフェテリア 千葉市若葉区 都賀3-11-1 -
583 コナミスポーツクラブ都賀 マシンジム 千葉市若葉区 都賀3-11-1 -
584 ヴェルディスポーツプラザおゆみの フロント 千葉市緑区 おゆみ野中央4-17-3 -
585 平川カントリークラブ キャディーマスター室 千葉市緑区 平川町405 -
586 平川カントリークラブ 6番店舗 千葉市緑区 平川町405 -
587 平川カントリークラブ 16番店舗 千葉市緑区 平川町405 -
588 スポーツクラブ＆スパ ルネサンス幕張 ２Ｆフロント 千葉市花見川区 幕張町４－５４４－４１ 043-296-7750
589 スポーツクラブ＆スパ ルネサンス幕張 ３Ｆプールコーチ室 千葉市花見川区 幕張町４－５４４－４１ 043-296-7750
590 本千葉カントリークラブ フロント 千葉市緑区 大金沢町311 -
591 袖ヶ浦カンツリー倶楽部 クラブハウス内キャディーマスター室 千葉市緑区 辺田町567 -
592 ＪＲ千葉駅 東口改札口 千葉市中央区 新千葉1-1-1 -
593 ＪＲ千葉駅 西口改札口 千葉市中央区 新千葉1-1-1 -
594 蘇我駅 改札口 千葉市中央区 今井2-50-2 -
595 ＪＲ稲毛海岸駅 改札内精算機前 千葉市美浜区 高洲３－２４－１ 043-278-4115
596 ＪＲ海浜幕張駅 改札口 千葉市美浜区 ひび野2-110 -
597 こざくら第二幼稚園 玄関 千葉市美浜区 真砂4-17-2 -
598 ＪＲ稲毛駅 エントランス 千葉市稲毛区 稲毛東３－１９－２２ 043-246-0716
599 京成大森台駅 駅コンコース 千葉市中央区 大森町463-3 -
600 千葉都市モノレール 本社 正面玄関 千葉市稲毛区 萩台町199-1 -
601 モノレール 千葉駅 駅舎 千葉市中央区 新千葉1-1-1 -
602 モノレール 千葉みなと駅 駅舎 千葉市中央区 中央港1-17-12 -
603 モノレール スポーツセンター駅 駅舎 千葉市稲毛区 天台6-212-6 -
604 モノレール 千城台駅 駅舎 千葉市若葉区 千城台北3-1-418 -
605 モノレール 都賀駅 駅舎 千葉市若葉区 都賀3-31-1 -

606 敬愛大学 高校正門警備室内 千葉市稲毛区 穴川1-5-21 警備員巡回時間を除く終日 -

607 敬愛大学 1号館(保健室) 千葉市稲毛区 穴川1-5-21 -



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号

608 敬愛大学 野球部敬心寮 寮正面玄関受付カウンター上 佐倉市 山王１－９－６

毎日<crlf>ただし、年末年
始、リーグ戦、キャンプその
他野球部全員移動時は閉鎖す
る。

7時から23時<crlf> -

609 敬愛大学 1Fエレベータ前アリーナ 千葉市稲毛区 穴川1-5-21 -
610 千葉工業大学千種寮 管理棟 千葉市花見川区 千種町300 -
611 淑徳大学 2号館1F保健相談室 千葉市中央区 大巌寺町200 -
612 淑徳大学 15号館1F学生ホール 千葉市中央区 大巌寺町200 -
613 淑徳大学 15号館1F学長・学部長事務室前 千葉市中央区 大巌寺町200 -
614 淑徳大学 若樹寮 1F玄関 千葉市中央区 今井2-18-3 -
615 植草学園大学・短期大学 L棟1F自販機スペース 千葉市若葉区 小倉町1639-3 -
616 植草学園大学・短期大学 L棟4Fラウンジ 千葉市若葉区 小倉町1639-3 -
617 植草学園大学・短期大学 A棟事務室 千葉市若葉区 小倉町1639-3 -
618 中央介護福祉専門学校 職員室 千葉市稲毛区 緑町1-5-17 -
619 神田外語大学 体育スポーツセンター 千葉市美浜区 若葉1-4-1 -
620 神田外語大学 1F1号館 千葉市美浜区 若葉1-4-1 -
621 昭和学院秀英中学校・高等学校 中学校保健室 千葉市美浜区 若葉1-2 -
622 昭和学院秀英中学校・高等学校 高等学校玄関ロビー 千葉市美浜区 若葉1-2 -
623 渋谷教育学園幕張中学校・高等学校 高校棟事務室前 千葉市美浜区 若葉1-3 -
624 渋谷教育学園幕張中学校・高等学校 中学棟ホール 千葉市美浜区 若葉1-3 -
625 渋谷教育学園幕張中学校・高等学校 プール棟1F 千葉市美浜区 若葉1-3 -
626 渋谷教育学園幕張中学校・高等学校 中･高通路 千葉市美浜区 若葉1-3 -
627 千葉明徳学園 高校1号館 千葉市中央区 南生実町1412 -
628 千葉明徳学園 2号館（高校） 千葉市中央区 南生実町1412 -
629 千葉明徳学園 中学校職員室 千葉市中央区 南生実町1412 -
630 千葉明徳学園 体育教官室 千葉市中央区 南生実町1412 -
631 千葉明徳学園 短大本館 千葉市中央区 南生実町1412 -
632 千葉明徳学園 2号館(短大） 千葉市中央区 南生実町1412 -
633 千葉明徳学園 幼稚園 千葉市中央区 南生実町1412 -
634 国際医療福祉専門学校 １Ｆ玄関 千葉市中央区 村田町３３６－８ 043-208-1600
635 国際医療福祉専門学校 ２号館１Ｆエレベーター前 千葉市中央区 村田町３３６－８ 043-208-1600
636 千葉聖心高等学校 玄関脇通路 千葉市中央区 道場北１－１７－６ 043-225-4151
637 千葉経済大学付属高等学校 事務所棟入口 千葉市稲毛区 轟町４－３－３０ 043-251-7221
638 千葉経済大学付属高等学校 校舎外施設 千葉市稲毛区 轟町４－３－３０ 043-251-7221
639 千葉経済大学付属高等学校 校舎外施設 千葉市稲毛区 轟町４－３－３０ 043-251-7221
640 千葉経済大学付属高等学校 校舎外施設 千葉市稲毛区 轟町４－３－３０ 043-251-7221
641 千葉経済大学付属高等学校 校舎入口 千葉市稲毛区 轟町４－３－３０ 043-251-7221
642 明治大学 誉田寮 管理人室 千葉市緑区 誉田町2-27 -
643 特別養護老人ホーム あすみの丘 - 千葉市中央区 大日１６２３－１ 043-421-5188
644 ちば美香苑 医務室 千葉市若葉区 佐和町322-88 -
645 サニーホームズ検見川 集会所 千葉市美浜区 磯辺５－１６ 043-277-4729
646 稲毛こひつじ園 1F事務室 千葉市稲毛区 萩台町380-2 -
647 きらら朝日ヶ丘 1F事務所内入口 千葉市花見川区 朝日ケ丘3-9-33 -

648
デイサービスセンター・りんりん ショートスティ・
りんりん

医務室 千葉市花見川区 宇那谷町1735 -

649 セントケアホーム浜野 1F玄関 千葉市中央区 村田町1178-1 -
650 老人ホーム 一倫荘 医務室 千葉市花見川区 大日町1492-2 -
651 老人保健施設 ゆうあい苑 2Fレクレーションルーム 千葉市花見川区 柏井町1132-1 -
652 かしわいの森デイケアセンター 1F配膳室 千葉市花見川区 柏井町1132-1 -
653 ほうゆう学園 医務室 千葉市花見川区 犢橋町675 -
654 サンテール千葉 1Fラウンジ 千葉市中央区 仁戸名町682-70 -



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
655 サンテール千葉 2階ケアステーション 千葉市中央区 仁戸名町682-70 -
656 セントケアヴィレッジ蘇我 1Fロビー 千葉市中央区 蘇我2-5-3 -
657 晴山苑 2F多目的室 千葉市緑区 鎌取町2810-23 -
658 エクセルシオール千葉 ナースステーション 千葉市中央区 鶴沢町10-11 -
659 淑徳共生苑 1F受付 千葉市中央区 生実町2407-1 -
660 老人ホーム 千寿苑 医務室 千葉市緑区 大木戸町1200-73 -
661 グループホーム あさぎり 医務室 千葉市緑区 大木戸町1200-69 -
662 たかね園 医務室 千葉市若葉区 高根町710 -
663 老人保健施設 おゆみの 1F事務室 千葉市緑区 大金沢町364-1 -
664 老人保健施設 総和苑 1Fリハビリ室 千葉市緑区 高田町1084 -
665 ときわ園 新館静養室 千葉市緑区 平川町1731 -
666 老人ホーム 誉田園 1F事務室 千葉市緑区 高田町1790-1 -
667 老人ホーム 裕和園 1Fロビー 千葉市緑区 高田町1084 -
668 ケアセンターけやき園 医務室 千葉市緑区 鎌取町81-1 -
669 老人ホーム ほんだくらぶ A棟1F玄関ホール東側静養室 千葉市緑区 高田町401-16 -
670 老人ホーム みはま苑 医務室 千葉市美浜区 高洲3-3-12 -
671 ケアホーム ピクシープレイス １Ｆ店舗 千葉市中央区 白旗２－１８－７ 043-268-3805
672 特別養護老人ホーム ゆうゆう苑 １Ｆ事務所 千葉市花見川区 犢橋町１０ 043-215-5530
673 ケアサポートわかば １Ｆ相談室 千葉市若葉区 若松町５０２－９ 043-420-1165
674 ケアハウス若葉園 事務所内 千葉市若葉区 都賀２－１３－１ 043-231-2088
675 特別養護老人ホーム 都苑 １Ｆ医務室前 千葉市中央区 川戸町２ 043-208-3850
676 介護老人保健施設 ほうゆうの杜 １Ｆ事務所前 千葉市花見川区 犢橋町１１０５ 043-215-0330
677 グループホームよされ １Ｆ事務所 千葉市花見川区 宇那谷町１２３－１３ 043-298-0430
678 介護付有料老人ホーム ラ・ナシカたかしな 健康管理室内 千葉市若葉区 東寺山町７７０－８ 043-207-6644
679 特別養護老人ホーム フローラ・ユーワ ２Ｆ医務室 千葉市緑区 高田町１０８３－２５ 043-300-0211
680 赤かぶ園 3F医務室 千葉市中央区 赤井町33-1 -
681 サンビューちば 2F勤務室 千葉市中央区 仁戸名町682-4 -
682 ピアポート千寿苑 医務室 千葉市中央区 問屋町6-4 -
683 ボンセジュール千葉 1Fエレベータ入口横 千葉市中央区 東千葉2-8-7 -
684 しいのみ園 1F正面入口脇事務所前 千葉市緑区 高田町1953-1 -
685 ケアハウス サニー秋桜 玄関東側 千葉市若葉区 東寺山町２－６ 043-255-7355
686 おゆみ野楽隠居倶楽部 玄関ロビー 千葉市緑区 おゆみ野南２－１２－２ 043-293-5165
687 シニア町内会 癒しのまくはり館 １階 千葉市花見川区 幕張町５－３７０－４ 043-212-8155
688 父の樹会 ガーデンセブン エントランス 千葉市緑区 大木戸町１４２３－５ 043-205-0053
689 父の樹園 玄関 千葉市稲毛区 長沼原町321-3 -
690 あすみが丘グリーンヒルズ 1F事務所 千葉市緑区 あすみが丘7-2-3 -
691 千葉県接骨師会 1F応接室 千葉市中央区 末広3-21-6 -
692 アクア鍼灸接骨院 受付 千葉市稲毛区 園生町873-4 -
693 吉井耳鼻咽喉科委員 院内ベッドの下 千葉市中央区 南町３－１３－８ 043-265-8733

694 岡野医院 診療室 千葉市中央区 笹川い４７１４－４９
１台（9:00～18:00のみ使用可
能）

9:00～18:00 0478-86-3578

695 九重幼稚園 玄関 千葉市中央区 稲荷町3-12-6 -
696 こまどり幼稚園 幼稚園昇降口 千葉市中央区 宮崎町234-1 -
697 松ヶ丘幼稚園 事務室 千葉市中央区 仁戸名町552 -
698 仁戸名幼稚園 玄関 千葉市中央区 仁戸名町616 -
699 さざれ幼稚園 職員室 千葉市花見川区 幕張町5-241 -
700 さつきが丘幼稚園 玄関入口 千葉市花見川区 さつきが丘1-33-1 -
701 山王幼稚園 星組教室 千葉市稲毛区 山王町153-2 -
702 土岐幼稚園 1F事務窓口 千葉市稲毛区 緑町1-5-17 -
703 高浜幼稚園 １Ｆ職員室 千葉市美浜区 高浜１－８－２ 043-246-7090
704 若松台幼稚園 職員室 千葉市若葉区 若松町401 -



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
705 こざくら幼稚園 事務所側玄関 千葉市緑区 平山町65-1 -
706 こども園かしの木 2Fコミュニティルーム 千葉市緑区 おゆみ野2-1-15 -
707 聖母マリア幼稚園 職員室 千葉市緑区 辺田町552 -
708 おゆみ野南幼稚園 職員室 千葉市緑区 大金沢町381-1 -
709 花水木幼稚園 玄関兼事務所 千葉市緑区 おゆみ野中央6-13-1 -
710 ほまれ幼稚園 玄関 千葉市緑区 誉田町1-1007 -
711 若竹保育園 事務所 千葉市若葉区 若松町３３１ 043-231-2114
712 葵幼稚園 職員事務室 千葉市中央区 仁戸名町２０５ 043-261-7095
713 青い鳥第二幼稚園 １Ｆ職員室 千葉市花見川区 さつきが丘２－１３ 043-259-3788
714 信徳寺 あさひ幼稚園 １Ｆ職員室 千葉市花見川区 長作町６１０－１ 043-259-5558
715 こてはし台幼稚園 １Ｆ職員室 千葉市花見川区 横戸町８５７ 043-257-2111
716 加曽利幼稚園 ２Ｆ事務室 千葉市若葉区 加曽利町９５３－３ 043-231-3065
717 弥生幼稚園 職員室 千葉市稲毛区 穴川１－４－６ 043-253-5311
718 第二ちぐさ幼稚園 １Ｆホール脇 千葉市花見川区 花見川８－１９ 043-250-6660
719 あやめ台幼稚園 職員室 千葉市稲毛区 園生町４６８－１ 043-253-5301
720 あやめ台第二幼稚園 職員室前廊下 千葉市稲毛区 柏台１－２５ 043-255-7211

721 ローゼンそが保育園
事務室カウンター前（道路に面した玄
関）

千葉市中央区 蘇我５－４４－２ 043-308-4110

722 千葉県中小企業会館 １階事務局 千葉市中央区 千葉港４-２ 432422121
723 千葉県不動産会館 2Fロビー 千葉市中央区 中央港1-17-3 -
724 日本自動車連盟 千葉支部 1F接客フロアー 千葉市中央区 中央港1-16-19 -

725 ピーアーク千葉
ピーアークデジタルタウンチャンネル1正
面入口付近

千葉市中央区 富士見2-4-5 -

726 協和警備保障 2F事務所 千葉市中央区 汐見丘町16-11 -
727 ＮＨＫ千葉放送局 1F受付 千葉市中央区 千葉港5-1 -
728 スミセイ千葉ビル 1Fエントランス 千葉市中央区 中央1-1-3 -
729 ティップネス蘇我 1Fロビー 千葉市中央区 川崎町50-2 -
730 ロイヤルコート京葉蘇我防災会 管理事務所 千葉市中央区 若草1-3 -
731 ＧＬＯＢＯ インフォメーション 千葉市中央区 川崎町1-34 -
732 ジャパンリサイクル 中央操作室 千葉市中央区 川崎町1 -
733 千葉精舎 1Fロビー 千葉市中央区 南町2-1-10 -
734 東京エネシス総合技術センター 事務所棟入口 千葉市中央区 蘇我町2-1369 -
735 協和エクシオ 千葉支店 4F千葉支店 千葉市中央区 新町24-9 -
736 千葉信用金庫 本店 営業室ロビー 千葉市中央区 中央2-4-1 -
737 千葉信用金庫 白旗支店 営業室ロビー 千葉市中央区 白旗3-11-13 -
738 千葉信用金庫 千葉駅北口支店 営業室預金テラーカウンター 千葉市中央区 弁天1-15-3 -
739 千葉信用金庫 寒川支店 営業室ロビー 千葉市中央区 寒川町1-62 -
740 千葉信用金庫 都町支店 営業室ロビー 千葉市中央区 都町1-18-10 -
741 千葉信用金庫 園生支店 営業室ロビー 千葉市稲毛区 園生町174-5 -
742 千葉信用金庫 作草部支店 営業室ロビー 千葉市稲毛区 作草部1-12-3 -
743 千葉信用金庫 稲毛支店 営業室ロビー 千葉市稲毛区 稲毛東3-16-9 -
744 千葉信用金庫 園生草野支店 営業室ロビー 千葉市稲毛区 園生町406-66 -
745 千葉信用金庫 幕張支店 営業室ロビー 千葉市花見川区 幕張町5-482-2 -
746 千葉信用金庫 千種支店 営業室ロビー 千葉市花見川区 千種町107-3 -
747 千葉信用金庫 花園支店 営業室ロビー 千葉市花見川区 花園5-3-7 -
748 千葉信用金庫 都賀支店 営業室ロビー 千葉市若葉区 西都賀1-14-5 -
749 千葉信用金庫 桜木支店 営業室ロビー 千葉市若葉区 桜木4-16-1 -
750 千葉信用金庫 誉田支店 営業室ロビー 千葉市緑区 誉田町3-28-2 -
751 京葉銀行 本店営業部 ロビー 千葉市中央区 富士見1-11-11 -
752 京葉銀行 千葉ローンプラザ ロビー 千葉市中央区 富士見1-11-11 -
753 京葉銀行 本町支店 ロビー 千葉市中央区 中央3-11-8 -



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
754 京葉銀行 西千葉支店 ロビー 千葉市中央区 松波2-12-3 -
755 京葉銀行 蘇我支店 ロビー 千葉市中央区 南町2-14-1 -
756 京葉銀行 松ヶ丘支店 ロビー 千葉市中央区 松ケ丘町245 -
757 京葉銀行 幕張支店 ロビー 千葉市花見川区 幕張町6-75-2 -
758 京葉銀行 幕張本郷支店 ロビー 千葉市花見川区 幕張本郷6-24-33 -
759 京葉銀行 新検見川支店 ロビー 千葉市花見川区 花園1-14-5 -
760 京葉銀行 さつきが丘支店 ロビー 千葉市花見川区 さつきが丘1-30 -
761 京葉銀行 稲毛支店 ロビー 千葉市稲毛区 小仲台2-5-2 -
762 京葉銀行 宮野木支店 ロビー 千葉市稲毛区 長沼町267-3 -
763 京葉銀行 みどり台支店 ロビー 千葉市稲毛区 緑町1-15-15 -
764 京葉銀行 都賀支店 ロビー 千葉市若葉区 西都賀3-4-5 -
765 京葉銀行 千城台支店 ロビー 千葉市若葉区 千城台北4-8-23 -
766 京葉銀行 鎌取支店 ロビー 千葉市緑区 おゆみ野3-5-1 -
767 京葉銀行 誉田支店 ロビー 千葉市緑区 誉田町2-24 -
768 京葉銀行 土気支店 ロビー 千葉市緑区 あすみが丘1-43-4 -
769 京葉銀行 稲毛海岸支店 ロビー 千葉市美浜区 高洲1-21-1 -
770 京葉銀行 海浜幕張支店 ロビー 千葉市美浜区 打瀬2-4-1-102 -
771 京葉銀行 幸町センター ロビー 千葉市美浜区 幸町1-6-5 -
772 京葉銀行 こてはし台支店 ロビー 千葉市花見川区 こてはし台5-9-5 -
773 千葉銀行 稲毛支店 ロビー 千葉市稲毛区 稲毛東3-17-5 -
774 千葉銀行おゆみ野センター 警備防災センター 千葉市緑区 おゆみ野中央6-12 -
775 セコムショップ千葉 1F事務所 千葉市中央区 新町3-7 -
776 富士火災海上保険千葉支店 3F事務所 千葉市中央区 中央4-17-1 -
777 千葉リバーレーン 1F事務所前 千葉市中央区 南町2-5-15 -
778 京葉シティサービス食品センター 1F正面玄関前 千葉市中央区 若草1-23-1 -
779 Ｋ１６ビル（高橋ウイメンズクリニック） 手術室 千葉市中央区 新田町23-15 -
780 東亜建設工業 千葉支店 2F事務所 千葉市中央区 中央港1-12-3 -
781 メディセオ新千葉ビル 2Fロビー 千葉市中央区 問屋町3-2 -
782 星久喜白山荘 1F医務室 千葉市中央区 星久喜町152-2 -
783 山九千葉支店倉庫事業所 千葉流通センター 千葉市中央区 中央港2-9-1 -
784 東京電力千葉火力発電所 警備室 千葉市中央区 蘇我町2-1377 -
785 東京電力千葉火力発電所 中央操作室 千葉市中央区 蘇我町2-1377 -
786 ＪＦＥケミカル千葉工場 工場事務所玄関入口 千葉市中央区 川崎町1 -
787 ＪＦＥケミカル千葉工場 東コントロール室 千葉市中央区 川崎町1 -
788 ＪＦＥケミカル千葉工場 生浜分工場 生浜工場事務所 千葉市中央区 新浜町5 -
789 ＪＦＥケミカル千葉工場 生浜分工場 酸化鉄事務所 千葉市中央区 新浜町5 -
790 フェスティバルウォーク蘇我 防災センター 千葉市中央区 川崎町51-1 -

791 フェスティバルウォーク蘇我 スパビューナ蘇我レセプションカウンター 千葉市中央区 川崎町51-1 -

792 ダイトーコーポレーション 1FCPC玄関ホール 千葉市中央区 中央港1-9-5 -
793 ダイトーコーポレーション 4F事務室 千葉市中央区 中央港1-9-5 -
794 グッドタイムリビング 千葉みなと海岸通 1Fフロント 千葉市中央区 中央港1-18-28 -
795 グッドタイムリビング 千葉みなと海岸通 2Fレストラン 千葉市中央区 中央港1-18-28 -
796 グッドタイムリビング 千葉みなと海岸通 5Fライフサポートデスク 千葉市中央区 中央港1-18-28 -
797 グッドタイムリビング 千葉みなと駅前通 従業員通路 千葉市中央区 中央港1-15-8 -
798 ＪＦＥミネラル 機能素材製造所 事務所玄関 千葉市中央区 新浜町1 -
799 ＪＦＥミネラル 機能素材製造所 3工場食堂 千葉市中央区 新浜町1 -
800 ＪＦＥミネラル 機能素材製造所 4工場食堂 千葉市中央区 新浜町1 -
801 ＪＦＥミネラル 千葉製造所 事務所 千葉市中央区 川崎町1 -
802 ＪＦＥミネラル 千葉製造所 修理工場 千葉市中央区 川崎町1 -
803 ＪＦＥミネラル 千葉製造所 転炉操作室 千葉市中央区 川崎町1 -



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
804 ＪＦＥミネラル 千葉製造所 スラグセンター 千葉市中央区 川崎町1 -
805 ＪＦＥミネラル 千葉製造所 TCC 千葉市中央区 川崎町1 -
806 ＪＦＥミネラル 千葉製造所 休憩室 千葉市中央区 川崎町1 -
807 アリオ蘇我 2Fコミュニティ 千葉市中央区 川崎町52-7 -
808 アリオ蘇我 1F防災センター 千葉市中央区 川崎町52-7 -
809 アリオ蘇我 1Fインフォメーション 千葉市中央区 川崎町52-7 -
810 アリオ蘇我 1Fサービスカウンター 千葉市中央区 川崎町52-7 -
811 橋本電業社 事務所入口 千葉市花見川区 作新台4-16-10 -
812 内山アドバンス花見川工場 事務所 千葉市花見川区 三角町178-4 -
813 鷹ノ台ドライビングスクール 事務所 千葉市花見川区 柏井4-2-1 -
814 Makuhari-Box CHIBA NISSAN 1F出入口 千葉市花見川区 幕張町4-544 -
815 三和機材 千葉工場 事務棟玄関 千葉市花見川区 天戸町1293 -
816 畑町ガーデン 1F廊下 千葉市花見川区 畑町591-17 -
817 オチアイ 千葉工場 第2プレス工場ラウンジ 千葉市花見川区 犢橋町1650-1 -
818 オチアイ 千葉工場 処理課事務室 千葉市花見川区 犢橋町1650-1 -
819 ヤマト運輸 千葉主管支店 お客様受付口 千葉市花見川区 犢橋町1676-1 -
820 ヤマト運輸 千葉主管支店 ベース店内事務所 千葉市花見川区 犢橋町1676-1 -
821 コイルセンターフジタ 2号棟出庫口 千葉市花見川区 千種町22-2 -
822 コイルセンターフジタ 新事務所入口 千葉市花見川区 千種町22-2 -
823 アルケア千葉工場 ふれあい棟入口 千葉市花見川区 千種町36-2 -
824 アルケア千葉工場 ふくろうハウス入口 千葉市花見川区 千種町36-2 -
825 ＳＥＭＩＴＥＣ 管理棟玄関 千葉市花見川区 天戸町1319-1 24時間 -

826 ＳＥＭＩＴＥＣ 工場内 千葉市花見川区 天戸町1319-1
月～金（土日祝、深夜は不
可）

8:30～17:15 -

827 前田道路 千葉合材工場 工場内2F受付 千葉市稲毛区 六方町205 -
828 フレスポ稲毛 宮脇書店東側防災センター 千葉市稲毛区 長沼原町731-17 -
829 ワンズモール 吹抜け広場 千葉市稲毛区 長沼町330-50 -
830 サニーライフ西千葉 事務所 千葉市稲毛区 緑町1-3-4 -
831 平和交通 本社営業所 事務所 千葉市稲毛区 宮野木町577-1 -
832 アイエスエイ 玄関 千葉市稲毛区 黒砂1-5-15 -
833 アーバンリビング稲毛 2Fサービスステーション 千葉市稲毛区 山王町327-1 -
834 極楽湯 千葉稲毛店 フロント脇 千葉市稲毛区 園生町380-1 -
835 大明 千葉支店 1F事務所 千葉市稲毛区 黒砂台1-19-8 -
836 大明 千葉路線工事管理事務所 管理棟1F事務所 千葉市稲毛区 長沼町52-1 -
837 住友重機械工業千葉製造所 正門事務室 千葉市稲毛区 長沼原町731-1 -

838 住友建機千葉工場
南門詰所（住友重機械工業千葉製造所と
共有）

千葉市稲毛区 長沼原町731-1 -

839 新日本オフィスビル 1F共用フロアー 千葉市稲毛区 緑町1-18-3 -
840 ドコモショップ稲毛店 店内入口 千葉市稲毛区 小仲台6-8-2 -
841 ポリテクセンター千葉 本館1F総務 千葉市稲毛区 六方町274 -
842 ポリテクセンター千葉 訓練二課事務室 千葉市稲毛区 六方町274 -
843 ポリテクセンター千葉 イベントホール1Fロビー 千葉市稲毛区 六方町274 -
844 鬼怒川ゴム工業 別館1F 千葉市稲毛区 長沼町330 -
845 鬼怒川ゴム工業 本館3F 千葉市稲毛区 長沼町330 -
846 稲毛ビューハイツ 1棟1Fロビー 千葉市稲毛区 小仲台8-10-4 -
847 稲毛ビューハイツ 2棟1Fロビー 千葉市稲毛区 小仲台8-10-4 -
848 稲毛ビューハイツ 3棟1Fロビー 千葉市稲毛区 小仲台8-10-4 -
849 平和交通 若松台営業所 1F従業員控室 千葉市若葉区 若松町111-7 -
850 ＪＡ千葉みらい しょいか～ご 正面出入口脇 千葉市若葉区 小倉町871 -
851 千葉県自動車練習所 事務室 千葉市若葉区 坂月町308 -
852 ちばコープ 東寺山店 1Fサービスカウンター 千葉市若葉区 東寺山町422-1 -



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
853 千城台ウェルウィンガーデンヴィレッジ団地自治会 クラブハウス1F駐車場 千葉市若葉区 千城台南3-4-1 -
854 千城台ウェルウィンガーデンヴィレッジ団地自治会 ゴミステーション脇 千葉市若葉区 千城台南3-4-1 -
855 モア・ステージ千葉桜木 1番館5Fエレベータ前 千葉市若葉区 桜木3-9-25 -
856 モア・ステージ千葉桜木 2番館エントランスホール 千葉市若葉区 桜木3-9-25 -
857 モア・ステージ千葉桜木 3番館エントランスホール 千葉市若葉区 桜木3-9-25 -
858 ＮＡＳおゆみ野 フロントカウンター 千葉市緑区 おゆみ野5-43-2 -
859 東急セブンハンドレッドクラブ クラブハウス事務室 千葉市緑区 小山町359-6 -
860 石油基盤技術研究所 第2エンジン棟 千葉市緑区 大野台1-4-10 -
861 ミスターマックスおゆみ野店 入口 千葉市緑区 おゆみ野中央2-3-1 -
862 東電環境エンジニアリング環境技術センター 4F事務所 千葉市緑区 大野台2-3-6 -
863 アビタシオン千葉 弐番館（介護棟）ケアステーション 千葉市緑区 辺田町2-12 -
864 セルプ・ガーデンハウス 食堂 千葉市緑区 大木戸町1423-3 -
865 ルネサンス土気あすみが丘 1Fジムエリア 千葉市緑区 あすみが丘1-18-1 -
866 日清紡績 中央研究所 事務室 千葉市緑区 大野台1-2-3 -
867 ピーアークおゆみ野 景品カウンター 千葉市緑区 おゆみ野3-17-6 -
868 成和技研 2F工場入口 千葉市緑区 大野台2-10-4 -
869 昭和電工研究開発センター エントランス 千葉市緑区 大野台1-1-1 -
870 大明 千葉線路工事管理事務所 2F事務所入口 千葉市緑区 古市場町470-1 -
871 ベイシア ちば古市場店 サービスカウンター 千葉市緑区 古市場町835 -
872 帝人化成プラスチックステクニカルセンター 研究棟2F食堂 千葉市緑区 大野台1-4-13 -
873 スパジオ誉田店 カウンター前 千葉市緑区 誉田町2-2303 -
874 ホキ美術館 地下階段前 千葉市緑区 あすみが丘東3-15 -
875 保健科学東日本 東千葉営業所 1F事務所入口 千葉市緑区 鎌取町2813-13 -
876 マリンピア 防災センター 千葉市美浜区 高洲3-13-1 -
877 シャープ 1F保安室 千葉市美浜区 中瀬1-9-2 -
878 デンタルサポート 事務室 千葉市美浜区 中瀬1-3 -
879 久光製薬 千葉営業所 21F受付 千葉市美浜区 中瀬2-6-1 -
880 日本タンクターミナル 事務所受付 千葉市美浜区 新港2-1 -
881 日鐵物流 千葉物流センター 1F事務所 千葉市美浜区 新港193 -
882 オリエンタル酵母工業 千葉工場 事務棟1F 千葉市美浜区 新港8-2 -
883 稲毛マリンハイツ防災会 集会所 千葉市美浜区 高浜4-5 -
884 丸紅エネックス千葉ターミナル 警備室 千葉市美浜区 新港235 -
885 アジア海洋 1F正面玄関前 千葉市美浜区 新港222-17 -
886 東京ガス幕張ビル 1Fロビー入口 千葉市美浜区 中瀬2-3 -
887 新東日本製糖 正面入口警備室 千葉市美浜区 新港36 -
888 東日本宇佐美 千葉新港給油所 事務所 千葉市美浜区 新港221-5 -
889 成田国際空港 千葉港頭事務所 事務所玄関ホール 千葉市美浜区 新港234 -
890 東京ガス 千葉支店 千葉ビル1Fショールーム 千葉市美浜区 幸町1-6-8 -
891 ＫＥＥ環境サービス 千葉営業所 3F中央制御室 千葉市美浜区 新港226-1 -
892 石油資源開発 技術研究所 1F正面玄関 千葉市美浜区 浜田1-2-1 -
893 エネルギーアドバンス幕張地域冷暖房センター 2F中央監視室入口 千葉市美浜区 中瀬2-4 -
894 ＮＴＴ幕張ビル 1F防災センター 千葉市美浜区 中瀬1-6 -
895 ＱＶＣジャパン 1F 千葉市美浜区 中瀬2-6-1 -
896 ＱＶＣジャパン 2F 千葉市美浜区 中瀬2-6-1 -
897 ＱＶＣジャパン 5F 千葉市美浜区 中瀬2-6-1 -
898 ＱＶＣジャパン 7F 千葉市美浜区 中瀬2-6-1 -
899 ＱＶＣジャパン 8F 千葉市美浜区 中瀬2-6-1 -
900 ＱＶＣジャパン 9F 千葉市美浜区 中瀬2-6-1 -
901 セイコーインスツル 本社・幕張事業所 1Fエントランス 千葉市美浜区 中瀬1-8 -
902 セイコーインスツル 本社・幕張事業所 防災センター 千葉市美浜区 中瀬1-8 -
903 セイコーインスツル 本社・幕張事業所 食堂 千葉市美浜区 中瀬1-8 -



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
904 セイコーインスツル 本社・幕張事業所 2F通用口 千葉市美浜区 中瀬1-8 -
905 セイコーインスツル 本社・幕張事業所 8Fラウンジ 千葉市美浜区 中瀬1-8 -
906 セイコーインスツル 本社・幕張事業所 14Fラウンジ 千葉市美浜区 中瀬1-8 -
907 セイコーインスツル 本社・幕張事業所 20Fラウンジ 千葉市美浜区 中瀬1-8 -
908 セイコーインスツル 本社・幕張事業所 15F医務室 千葉市美浜区 中瀬1-8 -
909 千葉ガーデンタウン 管理センター 千葉市美浜区 幸町1-7-2 -
910 千葉ガーデンタウン 各エントランスホール（A棟） 千葉市美浜区 幸町1-7-2 -
911 千葉ガーデンタウン 各エントランスホール（B棟東） 千葉市美浜区 幸町1-7-2 -
912 千葉ガーデンタウン 各エントランスホール（B棟西） 千葉市美浜区 幸町1-7-2 -
913 千葉ガーデンタウン 各エントランスホール(C棟東) 千葉市美浜区 幸町1-7-2 -
914 千葉ガーデンタウン 各エントランスホール(C棟西) 千葉市美浜区 幸町1-7-2 -
915 千葉ガーデンタウン 各エントランスホール(D棟東) 千葉市美浜区 幸町1-7-2 -
916 千葉ガーデンタウン 各エントランスホール(D棟西) 千葉市美浜区 幸町1-7-2 -
917 千葉ガーデンタウン 各エントランスホール（E棟） 千葉市美浜区 幸町1-7-2 -
918 千葉ガーデンタウン 各エントランスホール（F棟） 千葉市美浜区 幸町1-7-2 -

919
（株）フィリップスエレクトロニクスジャパンメディ
カルシステムズ 千葉支店

（ポートサイドタワー内）玄関受付 千葉市中央区 問屋町１－３５ 0120-556-494

920 サン・アルミニウム工業（株） 千葉工場 本館（事務所）１Ｆ食堂 千葉市稲毛区 六方町２６０ 043-422-1231
921 東京ガスライフバル千葉（株） 都町営業所 １Ｆ玄関 千葉市中央区 都町９９６－６ 043-232-2108
922 東京ガス（株） 本千葉ビル ２Ｆ正面玄関 千葉市中央区 港町２０－１ 043-225-4071
923 （株）イトーキ 関東工場 医務室 千葉市緑区 大野台２－５－１ 043-226-5391
924 三球電機（株） 千葉支店 １Ｆ玄関 千葉市若葉区 高品町２９４－３ 043-232-2545
925 鵜澤建設（株） ２Ｆ事務室 千葉市若葉区 千城台西１－３８－１ 043-237-1155
926 パチンコフラミンゴ 小倉店 ホール 千葉市若葉区 小倉町１７１０－２ 043-235-2520
927 パチンコフラミンゴ 小倉店 カウンター内 千葉市若葉区 小倉町１７１０－２ 043-235-2520
928 パチンコフラミンゴ 千葉東店 １Ｆホール 千葉市若葉区 小倉町７７９－５ 043-235-2520
929 パチンコフラミンゴ 千葉東店 カウンター内 千葉市若葉区 小倉町７７９－５ 043-235-2520
930 パチンコフラミンゴ 椎名崎店 景品カウンター前 千葉市緑区 椎名崎町１６２－１ 043-209-1717
931 フラミンゴ 浜野店 １階 千葉市中央区 村田町８９３－１９６ 043-209-6500
932 スーパーオートバックス 千葉長沼店 １Ｆ店内レジカウンター 千葉市稲毛区 山王町３０７－２ 043-424-8561
933 京成バス（株） 長沼営業所 １Ｆ事務所内 千葉市稲毛区 長沼町３３２－２ 043-257-3333
934 白鳥製薬（株） 千葉工場 ５号館 千葉市美浜区 新港５４ 043-242-7631
935 ゴルフリゾートＳＯＧＡ フロント受付内 千葉市中央区 川崎町１－４０ 043-261-1711
936 千葉トヨタ 建物入口 千葉市中央区 登戸2-2-7 -
937 千葉トヨペット株式会社 高品店 １Ｆフロアー 千葉市若葉区 高品町２３０－１ 043-234-2211
938 千葉トヨペット株式会社 大宮店 １Ｆ事務室 千葉市若葉区 大宮町３０９１－７ 043-236-1311
939 ダイハツ千葉販売株式会社 千葉桜木店 店舗入口右側 千葉市若葉区 桜木７－１－１ 043-234-2211

940 千葉スバル自動車（株） 幕張店 フロント受付内 千葉市花見川区 幕張町５－４１７－３５４ 043-213-3800

941 千葉スバル自動車（株） 新港店 本社３Ｆエレベーター前 千葉市美浜区 新港１７６－２ 043-243-2292
942 千葉スバル自動車（株） 新港店 フロント受付ショールームの間 千葉市美浜区 新港１７６－２ 043-243-2292
943 千葉スバル自動車（株） 長沼店 ショールーム内 千葉市稲毛区 長沼原町７２５ 043-250-3791
944 千葉スバル自動車（株） カースポット幸町店 ショールーム入口左 千葉市美浜区 幸町２－２０－３１ 043-243-2292
945 千葉スバル自動車（株） 誉田店 １Ｆ事務所 千葉市緑区 誉田町１－３９２－３ 043-292-6601
946 千葉スバル自動車（株） Ｇ－ＰＡＲＫ誉田店 １Ｆ事務所 千葉市緑区 誉田町２－１１ 043-291-8816
947 山崎パン（株） 千葉工場 本体工場２Ｆ防災ボード前 千葉市美浜区 新港２２ 043-246-7111
948 千葉みらい農業協同組合 誉田支店 1Ｆフロア 千葉市緑区 誉田町２－２４ 043-291-0131
949 ＪＡ千葉みらい農業協同組合 土気支店 １Ｆフロア 千葉市緑区 土気町１５１５－５ 043-294-1191
950 （株）海老澤工業 事務所内 千葉市緑区 あすみが丘１－８－３ 043-294-3838
951 ＮＴＴ千葉支店 祐光ビル ２Ｆ事務所 千葉市中央区 祐光２－９－１７ 043-224-4606
952 フクダ電子南関東販売（株） １Ｆエントランスホール 千葉市中央区 千葉港５－３３ 043-241-3111



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
953 フクダ電子南関東販売（株） ３Ｆエレベーターホール 千葉市中央区 千葉港５－３３ 043-241-3111
954 フクダ電子南関東販売（株） ４Ｆエレベーターホール 千葉市中央区 千葉港５－３３ 043-241-3111
955 石油エネルギー技術センター 第２エンジン棟入口 千葉市緑区 大野台１－４－１０ 043-295-2233
956 東京サラヤ株式会社 東関東営業所 １Ｆ 千葉市中央区 末広３－８－１ 043-264-1527
957 ＵＲコミュニティ花見川団地管理サービス事務所 高齢者相談窓口内 千葉市花見川区 花見川２－３８－１０１ 043-259-3510
958 都葉設備株式会社 ３Ｆ事務室 千葉市花見川区 三角町２５７－１２ 043-259-6513
959 創価学会 千葉文化会館 正面玄関警備室 千葉市稲毛区 小仲台８－１－１ 043-290-1800
960 西松建設株式会社 みどり台社宅 エントランス 千葉市稲毛区 黒砂台１－２１－６ 03-3502-7574
961 千葉県ヤクルト販売株式会社 千葉支店 １Ｆ事務所 千葉市若葉区 加曽利町６３ 043-234-8960
962 千葉みらい農業協同組合 千城支店 事務所内 千葉市若葉区 大宮町３０９５ 043-268-5556
963 学研ココファン あすみが丘 １Ｆエントランス 千葉市緑区 あすみが丘３－５２－６ 043-295-5821
964 株式会社イースタンドライビングスクール １Ｆ事務室 千葉市緑区 平川町１６１４－１ 043-291-8686
965 理研ビタミン株式会社 千葉工場 警備室 千葉市美浜区 新港５６ 043-243-1122
966 アイ・エス・ガステム（株） A館１F入口付近 千葉市中央区 藤原３－１６－１７ 8:45～17:30 047-429-2110

967 旭ヶ丘保育園 ２F事務室 千葉市若葉区 都賀1-1-1
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-231-5047

968 ちどり保育園 事務室 千葉市花見川区 検見川町3-331-4
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-271-7828

969 今井保育園 玄関ホール 千葉市中央区 今井2-12-7
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-261-5627

970 千葉寺保育園 廊下 千葉市中央区 末広4-17-3
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-264-7952

971 若梅保育園 事務室 千葉市美浜区 高洲4-5-9
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-278-0260

972 チューリップ保育園 １F廊下 千葉市美浜区 真砂3-15-14
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-279-4863

973 みつわ台保育園 玄関 千葉市若葉区 みつわ台5-8-8
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-255-7041

974 まどか保育園 事務室入口 千葉市美浜区 高洲1-15-2
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-277-2551

975 なぎさ保育園 正面玄関ホール 千葉市美浜区 高浜4-4-1
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-277-3466

976 もみじ保育園 事務室 千葉市美浜区 磯辺5-14-5
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-277-5355

977 ふたば保育園 事務室 千葉市緑区 刈田子町308-10
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-300-2211

978 チャイルド・ガーデン保育園 事務室 千葉市稲毛区
小仲台8-4-6 ｶﾈﾅｶ第一ﾋﾞﾙ
2F

月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-206-8600

979 明徳土気保育園 事務室 千葉市緑区 土気町1626-5
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-294-0110

980 みらい保育園 玄関ホール 千葉市美浜区 打瀬3-11-3
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-213-2727

981 かまとり保育園 事務所 千葉市緑区 おゆみ野4-30
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-300-0357

982 はまかぜ保育園 玄関 千葉市中央区
中央港1-24-14 ｼｰｽｹｰﾌﾟ千
葉みなと1F

月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-238-1191

983 アスク海浜幕張保育園 事務所 千葉市美浜区
中瀬1-3 幕張ﾃｸﾉｶﾞｰﾃﾞﾝ東
中央間CD棟1F

月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-296-3200

984 明徳浜野駅保育園 事務所 千葉市中央区 村田町668-2
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-497-6326



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号

985 稲毛すきっぷ保育園 事務所 千葉市稲毛区 小仲台6-12-16
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-290-5615

986 千葉聖心保育園 テラス 千葉市若葉区 若松町531-197
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-304-3606

987 おゆみ野すきっぷ保育園 事務所 千葉市緑区
おゆみ野南3-25-1
INTELLIGENT TRADITION
OYUMINO 1F

月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-293-3761

988 たかし保育園稲毛海岸 事務所入口 千葉市美浜区
稲毛海岸3-1-30 ﾌﾗﾜｰﾋﾙ稲
毛2F

月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-243-8222

989 ニチイキッズあすみが丘保育園 １F玄関 千葉市緑区 あすみが丘5-6-3
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-205-5367

990 ピラミッドメソッド千葉保育園 玄関 千葉市中央区 新田町7-16
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-239-6008

991 新検見川すきっぷ保育園 事務所 千葉市花見川区 花園町1573-1
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-306-7245

992 幕張本郷ナーサリー保育園 玄関 千葉市花見川区 幕張本郷2-21-1
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 無 043-272-5666

993 アストロナーサリー小仲台保育園 事務所 千葉市稲毛区 小仲台7-10-36
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-306-1510

994 アストロキャンプ稲毛東保育園 事務所 千葉市稲毛区 稲毛東4-2-21
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-247-1510

995 テンダーラビング保育園誉田 事務所 千葉市緑区 誉田町2-24-7
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-312-1515

996 誉田おもいやり保育園 事務所 千葉市緑区 誉田町2-23-290
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-312-1651

997 誉田おもいやり保育園 玄関 千葉市緑区 誉田町2-23-290
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-312-1651

998 そらまめ保育園新千葉駅前園 保育室 千葉市中央区 登戸2-11-6
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～21:00 有 043-238-5066

999 幕張本郷すきっぷ保育園 事務所 千葉市花見川区 幕張本郷6-27-10
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-215-8871

1000 千葉女子専門学校附属聖こども園 職員室 千葉市美浜区 高洲2-3-24
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-245-0626

1001 植草学園大学附属弁天こども園 正面玄関 千葉市中央区 弁天2-7-1
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～20:00 有 043-290-1789

1002 小ばと幼稚園 玄関 千葉市稲毛区 天台1-7-17
月～金（土日祝日、12/29～
1/3は利用不可）

7:30～18:30 有 043-251-6471

1003 アストロミニキャンプ小仲台 事務室 千葉市稲毛区 小仲台6-9-1
月～金（土日祝日、12/29～
1/3は利用不可）

7:00～20:00 有 043-306-4800

1004 青葉の森保育館 事務スペース（園長席付近） 千葉市中央区 千葉寺町1210-7
月～金（土日祝日、12/29～
1/3は利用不可）

7:00～19:00 有 043-208-7219

1005 おひさまのおうち 玄関 千葉市中央区 新宿2-11-6
月～金（土日祝日、12/29～
1/3は利用不可）

7:00～20:00 有 043-302-7188

1006 そらまめ千葉西口駅前園 玄関 千葉市中央区 新千葉1-7-9
月～土（祝日、12/29～1/3は
利用不可）

7:00～21:00 有 043-306-3627

1007 千葉白菊幼稚園附属しらぎくナーサリー 職員室 千葉市美浜区 幸町2-12-8
月～金（土日祝日、12/29～
1/3は利用不可）

7:00～19:00 有 043-241-6600

1008 読売センター千葉中央 店内 千葉市中央区 旭町24-3 日中のみ 043-224-4343
1009 読売センター西千葉 店内 千葉市中央区 松波3-5-6 日中のみ 043-251-7753
1010 読売センター千葉南 店内 千葉市中央区 神明町22-1 日中のみ 043-247-6123
1011 読売センター千葉寺 店内 千葉市中央区 千葉寺町208 日中のみ 043-266-4605



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
1012 読売センター蘇我 店内 千葉市中央区 白旗2-18-17 日中のみ 043-261-1514
1013 読売センター千葉松ヶ丘 店内 千葉市中央区 川戸町404 日中のみ 043-263-1456
1014 読売センター浜野 店内 千葉市中央区 浜野町434-3 日中のみ 043-261-6061
1015 読売センター都町大宮台 店内 千葉市中央区 都町1254-32 日中のみ 043-233-6238
1016 パーラーガイア蘇我駅前店 1階入口 千葉市中央区 南町2-9-8 24時間利用可能 043-209-5388
1017 ガイア千葉駅前店 2階景品交換所 千葉市中央区 富士見2-5-1 24時間利用可能 043-202-7588
1018 アイオン西千葉店 2階景品カウンター 千葉市中央区 春日2-25-16 24時間利用可能 043-238-2788
1019 ゴルフスタジオf 非常口横 千葉市中央区 新町10 24時間利用可能 043-301-7337
1020 株式会社 太陽堂印刷所 2階事務所内東側机上 千葉市中央区 末広1-4-27 日中のみ 043-222-1122
1021 HondaCars市川 桜木店 店舗内ショールーム 千葉市中央区 都町1299-8 日中のみ 043-233-2211
1022 布川産業株式会社 ＪＦＥ千葉営業所 事務所2階 千葉市中央区 川崎町1 日中のみ 043-262-4878
1023 株式会社千葉ショッピングセンター Aブロック1階 千葉市中央区 本千葉町15-1 日中のみ 043-227-6543
1024 株式会社千葉ショッピングセンター Cブロック1階 千葉市中央区 本千葉町15-1 日中のみ 043-227-6543
1025 新検見川幼稚園 昇降口 千葉市花見川区 朝日ケ丘5-28-61 日中のみ 043-271-5000
1026 千葉トヨペット株式会社 花見川支店 事務所内 千葉市花見川区 天戸町1466-3 日中のみ 043-257-7111
1027 アブレイズ花見川店 景品カウンター脇 千葉市花見川区 犢橋町1663-3 日中のみ 043-298-5388
1028 アイオンさつきが丘店 景品カウンター内 千葉市花見川区 犢橋町1413-2 日中のみ 043-286-1188
1029 読売センター幕張本郷 店内 千葉市花見川区 幕張本郷7-8-39 日中のみ 043-272-5103
1030 読売センターよみうりエコー 店内 千葉市花見川区 幕張本郷1-31-1 日中のみ 043-274-2311
1031 読売センターよみうりエコー第二営業所 店内 千葉市花見川区 幕張町6-291-2 日中のみ 043-275-1918
1032 読売センターさつきが丘 店内 千葉市花見川区 畑町599-13 日中のみ 043-306-1420
1033 読売センター新検見川 店内 千葉市花見川区 花園5-7-8 日中のみ 043-273-8883
1034 特別養護老人ホーム 花見の里 1階西側事務所横 千葉市花見川区 柏井町277-5 24時間利用可能 043-216-7701
1035 ジャンジャンデルノザウルス千葉北インター店 景品カウンター 千葉市花見川区 大日町1593-1 日中のみ 043-215-3378
1036 ＪＲ新検見川駅 自動改札機付近 千葉市花見川区 南花園2-1-1 日中のみ 043-273-8851
1037 グループホームひかり千葉花見川 1階玄関 千葉市花見川区 犢橋町1621-1 24時間利用可能 043-215-8750
1038 有料老人ホーム 未来倶楽部 幕張 事務所カウンター 千葉市花見川区 幕張本郷2-15-8 日中のみ 043-212-0301
1039 特別養護老人ホーム 花見川フェニックス 1階医務室 千葉市花見川区 畑町591-1 24時間利用可能 043-213-7711
1040 ナリタヤ花見川店 店内レジ前 千葉市花見川区 作新台6-13-3 日中のみ 043-215-2710
1041 AUD Cars株式会社 1階ショールーム 千葉市花見川区 幕張町2-7697 日中のみ 043-350-1800
1042 アコーディア・ガーデン千葉北 クラブハウスフロント 千葉市花見川区 犢橋町865 日中のみ 043-301-2323
1043 株式会社京葉自動車教習所 1階教習生待合室内 千葉市稲毛区 長沼町341 日中のみ 043-259-6371
1044 イオン稲毛店 1階警備室内 千葉市稲毛区 小仲台1-4-20 日中のみ 043-251-3211
1045 京成サンコーポ稲毛管理組合 1号棟エレベーターホール 千葉市稲毛区 稲毛東6-10 日中のみ 043-246-8382
1046 京成サンコーポ稲毛管理組合 7号棟エレベーターホール 千葉市稲毛区 稲毛東6-10 日中のみ 043-246-8382
1047 イトーピア稲毛マンション管理組合 玄関ホール内 千葉市稲毛区 小仲台4-3-18 24時間利用可能 043-253-7347
1048 読売センター稲毛 店内 千葉市稲毛区 稲毛町5-306-5 日中のみ 043-273-8651
1049 読売センター宮野木 店内 千葉市稲毛区 園生町137-11 日中のみ 043-251-2836
1050 読売センター千草台 店内 千葉市稲毛区 天台4-11-13 日中のみ 043-252-0926
1051 読売センター稲毛頭部 店内 千葉市稲毛区 小仲台3-18-7 日中のみ 043-254-1257
1052 読売センター草野 店内 千葉市稲毛区 園生町406-7 日中のみ 043-287-6134
1053 読売センター山王 店内 千葉市稲毛区 山王町384-5 日中のみ 043-423-7828
1054 シャルム西千葉 管理人室前 千葉市稲毛区 穴川1-8-15 日中のみ 043-254-8772
1055 株式会社稲葉電機 1階エントランス 千葉市稲毛区 穴川2-9-8 日中のみ 043-287-3611
1056 株式会社 稲毛自動車教習所 本館ロビー前 千葉市稲毛区 稲毛町5-31-1 日中のみ 043-243-7111
1057 アイオン稲毛東口店 管理人室前 千葉市稲毛区 小仲台2-5-7 日中のみ 043-207-6088
1058 スポーツクラブ＆スパ ルネサンス稲毛 2階フロント横 千葉市稲毛区 小仲台1-1-15 日中のみ 043-254-1066
1059 東日本高速道路株式会社関東支社 千葉管理事務所 庁舎1階階段付近 千葉市稲毛区 長沼原町177 日中のみ
1060 株式会社 美濃忠 1階従業員通用口 千葉市稲毛区 穴川3-8-10 日中のみ
1061 社会福祉法人天光会 特別養護老人ホーム恵光園 1階事務所 千葉市若葉区 大広町252-4 日中のみ 043-292-6220
1062 株式会社 千葉中央自動車学校 1階事務所内 千葉市若葉区 加曽利町868 日中のみ 043-231-0017



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
1063 読売センター千城台 店内 千葉市若葉区 千城台南1-10-8 日中のみ 043-237-8000
1064 読売センターみつわ台 店内 千葉市若葉区 みつわ台2-11-10 日中のみ 043-255-1103
1065 読売センター桜木 店内 千葉市若葉区 桜木6-17-1 日中のみ 043-233-3443
1066 読売センター都賀 店内 千葉市若葉区 西都賀2-3-1 日中のみ 043-256-2666
1067 アラジン若松店 1階景品カウンター 千葉市若葉区 若松町432-84 日中のみ 043-234-7777
1068 特別養護老人ホーム 清和園 西館1階事務室内 千葉市若葉区 多部田町1468 日中のみ 043-228-3771
1069 医療法人社団榎会 寿クラブ 1階デイサービスフロア 千葉市若葉区 小倉町829-1 24時間利用可能 043-234-0177
1070 原田歯科クリニック 2階スタッフ応接室 千葉市若葉区 桜木2-16-24 日中のみ 043-232-9988
1071 和食レストランとんでん東寺山店 レジ後方 千葉市若葉区 東寺山町422-1 日中のみ 043-206-8251
1072 東京クラシッククラブ 事務所 千葉市若葉区 和泉町365 日中のみ 043-309-6661
1073 東京クラシッククラブ キャディマスター室 千葉市若葉区 和泉町365 日中のみ 043-309-6661
1074 東京クラシッククラブ コース管理棟 千葉市若葉区 和泉町365 日中のみ 043-309-6661
1075 ウェルシア薬局 千葉東寺山店 店内入口 千葉市若葉区 東寺山町790-1 日中のみ 043-207-5128
1076 ダイナミックゴルフ千葉 クラブハウス内 千葉市若葉区 佐和町323 日中のみ 043-228-5725
1077 グループホーム ソラスト土気 1階事務室 千葉市緑区 土気町446-6 日中のみ 043-205-5180
1078 読売センターおゆみ野 店内 千葉市緑区 おゆみ野中央4-22-4 日中のみ 043-291-1712
1079 読売センター誉田 店内 千葉市緑区 おゆみ野中央8-30-5 日中のみ 043-291-0537
1080 読売センターあすみが丘 店内 千葉市緑区 あすみが丘3-52-4 日中のみ 043-294-9773
1081 アイオンおゆみ野店 1階カウンター 千葉市緑区 おゆみ野5-48 日中のみ 043-291-7338
1082 エリゼあすみが丘店 景品カウンター 千葉市緑区 あすみが丘9-1-1 日中のみ 043-291-1010
1083 住宅型有料老人ホーム ハートライフケア誉田 2階食堂 千葉市緑区 誉田町2-21-50 日中のみ 043-300-3001
1084 ＪＲ鎌取駅 改札口 千葉市緑区 鎌取町787-3 日中のみ
1085 木下の介護 応援家族あすみが丘 1階事務所前 千葉市緑区 あすみが丘8-1-6 24時間利用可能 043-308-3366
1086 ＪＲ誉田駅 改札内駅長事務室脇 千葉市緑区 誉田町2-24 日中のみ
1087 ＪＲ土気駅 改札口 千葉市緑区 土気町1727-1 日中のみ
1088 株式会社 食研 1階廊下中央 千葉市緑区 大野台1-3-6 日中のみ 043-205-2611
1089 ナリタヤ誉田店 店舗内レジ脇 千葉市緑区 誉田町3-46-1 日中のみ 043-300-5529

1090 株式会社ブライダルプロデュース ホテル フランク 1階フロント 千葉市美浜区 ひび野2-10-2 日中のみ 043-296-2111

1091 一般社団法人 千葉県トラック協会 1階応接室 千葉市美浜区 新港212-10 日中のみ 043-239-5346
1092 一般財団法人 千葉県歯科医師会 1階管理人室 千葉市美浜区 新港32-17 日中のみ 043-241-6471
1093 日神パレステージ海浜幕張 1階メインエントランス 千葉市美浜区 浜田1-4 日中のみ 043-275-4773
1094 コロンブスシティー フロントオフィス 千葉市美浜区 浜田1-3 24時間利用可能 043-297-1372
1095 コロンブスシティー 森のゲート 千葉市美浜区 浜田1-3 24時間利用可能 043-297-1372
1096 ステラガーデン幕張 1階フロント脇 千葉市美浜区 幕張西4-1-14 24時間利用可能 043-212-8552
1097 読売センター稲毛ベイタウン 店内 千葉市美浜区 高浜4-7-8 日中のみ 043-277-8511
1098 読売センター幸町 店内 千葉市美浜区 幸町1-15-7 日中のみ 043-241-3410
1099 読売センター検見川ＮＴ 店内 千葉市美浜区 真砂5-46-4 日中のみ 043-277-2573
1100 ワールドビジネスガーデン 1階エントランス 千葉市美浜区 中瀬2-6-1 日中のみ 043-297-3105
1101 ワールドビジネスガーデン 不明 千葉市美浜区 中瀬2-6-1 日中のみ 043-297-3105
1102 ワールドビジネスガーデン 不明 千葉市美浜区 中瀬2-6-1 日中のみ 043-297-3105
1103 ワールドビジネスガーデン 不明 千葉市美浜区 中瀬2-6-1 日中のみ 043-297-3105
1104 ワールドビジネスガーデン 不明 千葉市美浜区 中瀬2-6-1 日中のみ 043-297-3105
1105 ワールドビジネスガーデン 不明 千葉市美浜区 中瀬2-6-1 日中のみ 043-297-3105
1106 イオンタワー 1階防災センター 千葉市美浜区 中瀬1-5-1 24時間利用可能
1107 イオンタワー 2階エントランスホール 千葉市美浜区 中瀬1-5-1 24時間利用可能
1108 イオンタワーAnnex 1階エントランス 千葉市美浜区 中瀬1-4 日中のみ
1109 株式会社 市原組 2階事務所 千葉市美浜区 幕張西3-1-15 日中のみ
1110 サイバースロット美浜店 景品カウンター前 千葉市美浜区 新港66 日中のみ
1111 メガサイバースロット美浜店 景品カウンター前 千葉市美浜区 新港45-4 日中のみ
1112 千葉共同サイロ株式会社 1階入口風除室内 千葉市美浜区 新港16 日中のみ



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
1113 独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構 本館守衛室 千葉市美浜区 浜田1-2-2 日中のみ 043-276-9212
1114 独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構 研修棟宿泊事務室 千葉市美浜区 浜田1-2-2 日中のみ 043-276-9212

1115 いすゞ自動車首都圏株式会社 千葉サービスセンター 1階事務所 千葉市美浜区 新港32-21 日中のみ

1116 海匝健康福祉センター ２階通路 銚子市 栄町２－２－１ 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 0479-22-0206
1117 千葉県生涯大学校東総学園 1階事務室 銚子市 台町2203 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 0479-25-2035
1118 銚子高等学校 特別教室棟１階保健室前 銚子市 銚子市南小川町943 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 0479-22-6906
1119 銚子高等学校 本校中央廊下 銚子市 銚子市南小川町943 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 0479-22-6906
1120 銚子高等学校 格技場１階体育教官室 銚子市 銚子市南小川町943 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 0479-22-6906
1121 銚子商業高等学校 体育館２階体育教官室前ホール 銚子市 銚子市台町1781 月～金 土日祝日は利用不可 8:25～21:30 有 0479-22-5678
1122 銚子商業高等学校（海洋校舎） 管理特別普通教室棟２階職員室前 銚子市 銚子市台町1781 月～金 土日祝日は利用不可 8:25～16:55 無 0479-22-5678
1123 銚子特別支援学校 保健室廊下 銚子市 銚子市三崎町3-94-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～17:00 有 0479-22-0243
1124 銚子特別支援学校（寄宿舎） 玄関 銚子市 銚子市三崎町3-94-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～17:00 有 0479-22-0243
1125 銚子警察署 １階 銚子市 春日町１９２２－２ 毎日利用可能 終日 有 0479-23-0110
1126 銚子ポートタワー 1階 銚子市 川口町2-6385-267 毎日利用可能 8：30～17：00 無 0479-249-500

1127 銚子市民センター 1階事務室 銚子市 小畑新町7756
火～日（月、祝日は利用不
可。月が祝日時、火不可）

9:00～17:15 無 0479-22-0340

1128 銚子三崎園 事務室 銚子市 三崎町3-96 月～金（祝日は利用不可） 8:30～17:15 有 0479-23ｰ3330
1129 養護老人ホーム長崎園 玄関脇 銚子市 長崎町10827-2 毎日利用可能 24時間 無 0479-22-1539

1130 銚子市公正図書館 2階事務室 銚子市 新生町２－１－５
火～日（月が祝日の場合は可
能で翌日休館）

9:00～19:00（水）、9:00
～17:00（その他の開館
日）

有 0479-25-3069

1131 銚子市青少年文化会館 1階事務室 銚子市 前宿町１０４６ 火～日（祝日は利用不可） 8:30～17:00 無 0479-22-3315

1132 市立第２保育所 1階事務室 銚子市 後飯町6-20
月～金（日曜・祝日は不可、
土曜午後は不可）

7:30～17:30 有 0479-22-1559

1133 市立第三保育所 1階事務室 銚子市 明神町1-37
月～金（日曜・祝日は不可、
土曜午後は不可）

7:30～17:30 有 0479-22-0029

1134 市立第４保育所 1階事務室 銚子市 唐子町8-13
月～金（日曜・祝日は不可、
土曜午後は不可）

7:30～17:30 有 0479-22-2107

1135 銚子保健福祉センター １階健康づくり課カウンター 銚子市 若宮町4－8 月～金（開館時のみ可） 8:30～17:15 有 0479-24-8070
1136 銚子市役所 1階ロビー 銚子市 若宮町１－１ 月～金（祝日は不可） 8:30～17:15 無 0479-24-8181

1137 銚子市スポーツコミュニティセンター １Fホール 銚子市 西小川町５０００
火～日（月、祝日の翌日、年
末年始不可）

8:30～17:15 有 0479-24-4841

1138 銚子市体育館 受付前 銚子市 前宿町１１４０
火～日（月、祝日の翌日、年
末年始不可）

8:30～17:15 無 0479-24-9559

1139 銚子市芦崎いこいの家 1階事務室 銚子市 芦崎町８７６－１
火～日（月、祝日の翌日、年
末年始不可）

9:00～17:15 無 0479-33-3751

1140 市立第１中学校 2階職員室 銚子市 明神町１－１ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 無 0479-22-1273
1141 市立第２中学校 1階職員玄関 銚子市 犬吠埼１０２９２－４９ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 無 0479-22-1360
1142 市立第３中学校 1階職員室前通路 銚子市 東小川町２３４８ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 有 0479-22-3300
1143 市立銚子中学校 1階保健室前通路 銚子市 唐子町３１－２ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 有 0479-22-0147
1144 市立第５中学校 1階職員室① 銚子市 長塚町３－６２０ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 有 0479-22-1469
1145 市立第５中学校 1階職員室② 銚子市 長塚町３－６２０ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 有 0479-22-1469
1146 市立第５中学校 体育館 銚子市 長塚町３－６２０ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 有 0479-22-1469
1147 市立第６中学校 1階職員室 銚子市 野尻町５５３ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 有 0479-33-0078
1148 市立第７中学校 1階職員玄関 銚子市 笹本町８６０－２ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 有 0479-33-1004
1149 市立清水小学校 1階職員玄関 銚子市 清水町２８９４ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 有 0479-22-0214
1150 市立飯沼小学校 １階児童昇降口 銚子市 前宿町１２００ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 有 0479-24-8000
1151 市立明神小学校 1階職員室 銚子市 明神町１－１ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 有 0479-22-2000
1152 市立春日小学校 体育館 銚子市 春日町２８７ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 有 0479-22-0249
1153 市立春日小学校 保健室 銚子市 春日町２８７ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 有 0479-22-0249



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
1154 市立春日小学校 1階職員室前 銚子市 春日町２８７ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 有 0479-22-0249
1155 市立海上小学校 １階保健室前通路 銚子市 垣根町１－３７０ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 有 0479-22-0288
1156 市立本城小学校 1階職員室 銚子市 本城町４－２２６ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 有 0479-22-0286
1157 市立豊里小学校 職員玄関 銚子市 笹本町３６０ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 有 0479-33-1011
1158 市立双葉小学校 1階保健室前 銚子市 東芝町８－５ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 有 0479-22-0955
1159 市立猿田小学校 1階職員室前 銚子市 猿田町１１７９－２ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 有 0479-33-0551
1160 市立高神小学校 1階正面玄関 銚子市 犬吠埼１０２２２－１ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 有 0479-22-2256
1161 市立豊岡小学校 1階正面玄関 銚子市 八木町１７５８ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 有 0479-23-8318
1162 市立椎柴小学校 1階職員室前 銚子市 小船木町１－３８５ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 有 0479-33-0009
1163 市立船木小学校 体育館 銚子市 船木町１４０ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 有 0479-33-0004
1164 市立銚子高等学校 生徒昇降口 銚子市 春日町２６８９ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 無 0479-25-0311
1165 市立銚子高等学校 ３階職員室前 銚子市 春日町２６８９ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 無 0479-25-0311
1166 市立銚子高等学校 体育館入口 銚子市 春日町２６８９ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 無 0479-25-0311
1167 市立銚子高等学校 音楽棟 銚子市 春日町２６８９ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 無 0479-25-0311
1168 市立銚子高等学校 第2グラウンド 銚子市 春日町２６８９ 月～金 （開校時のみ可） 8:00～16:30 無 0479-25-0311
1169 銚子市立病院 1階廊下 銚子市 前宿町５９７ 毎日利用可能 24時間 無 0479-23-0011
1170 銚子市立病院 1階放射線科 銚子市 前宿町５９７ 毎日利用可能 24時間 無 0479-23-0011
1171 銚子労働総合庁舎１F（ハローワーク銚子） 入口 銚子市 中央町８－１６ 月～金（祝日は利用不可） 8:30～17:15 無 0479-22-7406
1172 銚子労働総合庁舎４F（労働基準監督署） 事務所 銚子市 中央町８－１６ 月～金（祝日は利用不可） 8:30～17:15 無 0479-22-8100
1173 市立わかば学園 事務室 銚子市 三崎町３－９６ 月～金（祝日は利用不可） 8:30～17:15 有 0479-22-2742

1174 銚子市野球場 正面玄関 銚子市 前宿町５０５
火～日（月、祝日の翌日、年
末年始不可、開場時のみ可）

8:30～17:15 有 0479-24-9559

1175 銚子市学校給食センター １階事務室 銚子市 大橋町１７
月～金（祝日年末年始は利用
不可）

8:00～16:45 無 0479-24-0365

1176 銚子税務署 1階窓口 銚子市 栄町2-2-1 月～金（祝日は利用不可） 8:30～17:00 無 0479-22-1571
1177 銚子税務署 2階窓口 銚子市 栄町2-2-1 月～金（祝日は利用不可） 8:30～17:00 無 0479-22-1571
1178 港湾合同庁舎 1階廊下 銚子市 川口町２－６４３１ 毎日利用可能 24時間 無 0479-22-0374
1179 介護老人保健施設慈風苑 1階受付 銚子市 長塚町3-609-2 月～金（祝日は利用不可） 8:30～17:30 無 0479-24-1118
1180 介護老人保健施設なぎさ 2階ナースステーション 銚子市 松岸町4-778-55 月～土（祝日は利用不可） 8:30～12:30 有 0479-22-3712
1181 介護老人保健施設とよさと 1階事務室 銚子市 豊里台1-1044-746 毎日利用可能 24時間 無 0479-33-3630
1182 グループホームふくろう 玄関入口事務室 銚子市 春日町1169 毎日利用可能 24時間 有 0479-20-2960
1183 SDフィットネスクラブ 1階フロント 銚子市 末広町2-1 毎月1･16日以外 有 0479-22-8181
1184 パールショップともえ新生店 東側入口エントランス 銚子市 新生町1-20-38 毎日利用可能 10:00～22:45 無 0479-23-7129
1185 パールショップともえ今宮店 景品カウンター脇 銚子市 今宮町889 毎日利用可能 10:00～22:45 無 0479-20-7890
1186 （株）ダイナム 千葉銚子店 カウンター周辺 銚子市 余山町135-1 店休日を除く 10:00～23:00 無 0479-30-3072
1187 ホテルバレンシア クラブマスター室 銚子市 諸持町861 毎日利用可能 24時間 無 0479-33-2121
1188 ケアハウスかすが苑 １Ｆ玄関 銚子市 春日町１２１０ 0479-25-2161
1189 ケアハウス第２かすが苑 ２Ｆ廊下 銚子市 春日町１９４７－３ 0479-25-2433
1190 聖母保育園 職員室 銚子市 三崎町１－１８５８－２ 月～金（祝日は利用不可） 7:30～18:00 有 0479-25-1121

1191 銚子大洋自動車教習所 １Ｆ待合室 銚子市 長塚町３－６５４ 火～日
8:15～19:15 8:15～16:00
（日）

無 0479-22-3451

1192 東京電機産業（株） 銚子営業所 １Ｆ玄関 銚子市 清川町１－４－１２ 0479-23-3381
1193 くぼたこどもクリニック １Ｆ廊下 銚子市 小畑新町8200-2 月～金（祝日は利用不可） 診察時間内 有 0479-30-3111
1194  くぼたこどもクリニック 診察室 銚子市 小畑新町8200-2 月～金（祝日は利用不可） 診療時間内 有 0479-30-3111
1195 松岡水産 １Ｆ事務所 銚子市 川口町２－６３４３ 毎日利用可能 8:00～17:00 0479-22-3311
1196 銚子市医師会 事務室 銚子市 清水町3177-1 月～金（祝日は利用不可） 9:00～17:00 無 0479-22-5605
1197 須藤医院 受付前 銚子市 和田町１４４２ 月～金（祝日は利用不可） 診療時間内 無 0479-22-1311

1198 今村医院 診察室 銚子市 新生町２－１４－６
月～金（祝日・年末年始は利
用不可）

9:00～17:00 有 0479-22-0062

1199 西原医院 診察室 銚子市 東芝町８－１８ 医師在宅時 24時間 有 0479-22-3249
1200 たせい耳鼻咽喉科クリニック 診療室 銚子市 三軒町16-3 月～土（祝日は利用不可） 診療時間内 有 0479-25-8711



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
1201 片倉医院 診察室 銚子市 橋本町２２５２ 月～土（祝日は利用不可） 診療時間内 有 0479-22-5600
1202 高津耳鼻科医院 診察室 銚子市 馬場町59 月～土（祝日は利用不可） 8:30～17:00 無 0479-22-1123

1203 いしがみ小児科医院 診察室 銚子市 新生町2-5-18
月～水土日（午前）木祝日、
日（午後）不可

9:00～18:00 有 0479-25-8751

1204 島田総合病院 総合受付 銚子市 東町５－３ 毎日利用可能 24時間 無 0479-22-5401

1205 なゆきクリニック 診察室 銚子市 長塚町３－２５１ 月～金（祝日は利用不可）
8:30～18:00（土曜日は～
12:00）

無 0479-25-2960

1206 内田病院 3階ナースステーション 銚子市 西芝町４－４ 毎日利用可能 8:30～17:30 無 0479-22-8600
1207 内田病院 １階外来 銚子市 西芝町４－４ 毎日利用可能 8:30～17:30 無 0479-22-8600
1208 海村医院本院 診察室 銚子市 双葉町３－１９ 月～土（祝日は利用不可） 診療時間内 無 0479-25-1711
1209 ジャック＆ベティー 景品カウンター脇 銚子市 中央町7-1 毎日利用可能 10:00～22:50 無 0479-20-5555
1210 千葉銀行銚子支店 南側ロビー 銚子市 新生町1-47-1 月～金（祝日は利用不可） 9:00～17:00 無 0479-22-2400
1211 ヤマサ醤油 第1守衛所 銚子市 新生町２－１０－１ 毎日利用可能 24時間 無 0479-22-0095
1212 ヤマサ醤油 第2工場守衛所 銚子市 新生町２－１０－１ 毎日利用可能 24時間 無 0479-22-0095
1213 銚子商工会館 1階事務所 銚子市 三軒町１９－４ 月～金（祝日は利用不可） 8:30～17:00 無 0479-25-3111
1214 京葉銀行銚子支店 ロビー 銚子市 新生町2-9-1 月～金（祝日は利用不可） 9:00～15:00 無 0479-22-5505

1215 児玉メディカルクリニック 1階事務室 銚子市 豊里台１－１０４４－２１ 月～土（祝日は利用不可） 9:00～13:00 有 0479-33-7666

1216 特別養護老人ホーム松籟の丘 2階看護室 銚子市 野尻町1472-1 月～金（祝日は利用不可） 8:30～17:30 無 0479-30-1010
1217 ホテルニュー大新 1階フロント 銚子市 犬吠埼１０２９２ 毎日利用可能 7:00～22:00 無 0479-22-5024
1218 ＪＡちばみどり椎柴支店 1階職員通用口 銚子市 小船木町1-413-4 月～金（祝日は利用不可） 8:30～17:00 無 0479-33-0013
1219 ガラスリソーシング（株） 1階事務室① 銚子市 春日町740-1 月～金（祝日は利用不可） 8:00～17:00 有 0479-24-6651
1220 ガラスリソーシング（株） 1階事務室② 銚子市 春日町740-1 月～金（祝日は利用不可） 8:00～17:00 有 0479-24-6651
1221 妙福寺 1階事務所内 銚子市 妙見町１－１４６５ 毎日利用可能 24時間 有 0479-22-0650
1222 銚子タクシー 本社 本社事務室 銚子市 小浜町2663-8 毎日利用可能 8:00～17:00 無 0479-22-0717
1223 銚子信用金庫 松岸支店 1階ロビー 銚子市 垣根町1-283 月～金（祝日は利用不可） 9:00～15:00 無 0479-22-3490
1224 飯沼幼稚園 職員室 銚子市 高神東町９３３１ 月～金（祝日は利用不可） 7:30～18:00 有 0479-20-1710
1225 ガラス・リソーシング（株） 第２工場 １F事務室 銚子市 長山町１８３９－７ 0479-24-6651
1226 こも浦荘 1階事務所 銚子市 外川町1-10828 火～日（祝日は利用不可） 9:00～17:15 有 0479-24-3340
1227 特別養護老人ﾎｰﾑｼｵﾝ銚子 1階ロビー 銚子市 豊里台1-1044-745 毎日利用可能 24時間 無 0479-33-2801
1228 銚子タクシー 駅前配車 駅前事務室 銚子市 西芝町4-7 毎日利用可能 8:00～17:00 無 0479-22-0717
1229 創価学会銚子会館 1階ロビー 銚子市 犬吠埼10292-19 月、火、木～日 10:00～22:00 無 0479-25-2013
1230 新銚子セレクト市場 レジ脇 銚子市 双葉町3-6 毎日利用可能 9:00～19:00 有 0479-25-5174
1231 ホテルサンライズ銚子 1階事務所 銚子市 三軒町14-1 毎日利用可能 24時間 無 0479-25-7070

1232 ＪＡちばみどり銚子 １階フロア 銚子市 三軒町15-１
毎日利用可能（年末年始は不
可）

8:15～17:15 有 0479-24-5713

1233 ＪＡちばみどり海上支店 ロビー 銚子市 垣根町1-181
毎日利用可能（年末年始は不
可）

8:15～17:15 有 0479-25-5824

1234 ＪＡちばみどり豊岡支店 ロビー 銚子市 八木町1762
毎日利用可能（年末年始は不
可）

8:15～17:15 有 0479-23-8768

1235 斉藤眼科クリニック 1階カルテ室 銚子市 黒生町7131-1 月～金（祝日は利用不可） 9:00～12:00 14:00～17:30 有 0479-26-3771

1236 東京堂クリニック 待合室 銚子市 明神町1-62-1 月～土（祝日は利用不可）
9:00～18:00（土曜日は～
12:00）

無 0479-22-0118

1237 スーパータイヨー サービスカウンター 銚子市 三軒町2-1
毎日利用可能（元旦は利用不
可）

8:00～21:30 有 0479-21-3516

1238 ウェルシア銚子松岸店 入口付近 銚子市 松岸町3-285-1 毎日利用可能 9:00～24:00 無 0479-30-3070
1239 銚子マリーナ 事務所 銚子市 潮見町15 月、水～日 7:00～17:00 有 0479-25-7720
1240 ヤマサORM 1階食堂 銚子市 南小川町772 月～金（祝日は利用不可） 8:00～24:00 無 0479-22-3434
1241 ちば興業銀行銚子支店 1階店舗ロビー 銚子市 中央町15-5 月～金（祝日は利用不可） 9:00～15:00 有 0479-22-8050
1242 創価学会 銚子会館 銚子市 犬吠埼１０２９２－１９ 0479-25-2013



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号

1243 銚子ポートタワー 1階売店 銚子市
川口町２－６３８５－２６
７

毎日利用可能 8:30～17:30 無 0479-24-9500

1244 地球が丸く見える丘展望館 1階インフォメーション 銚子市 天王台１４２１－１ 毎日利用可能 9:00～17:00 有 0479-25-0930
1245 特別養護老人ﾎｰﾑさざんか園 看護室 銚子市 新町959-4 毎日利用可能 7:00～19:00 無 0479-23-8050

1246 ケアハウスマリンピア銚子 1階エントランス 銚子市 外川町４－１１２２９
月～金（年末年始は利用不
可）

8:30～17:30 無 0479-26-3022

1247 ルネサンス銚子 フロント 銚子市 長塚町３－６５２ 火～日 10:00～18:00 有 0479-24-0450
1248 銚子幼稚園 寺事務所（寺供用） 銚子市 妙見町１４６５ 毎日利用可能 24時間 有 0479-24-1849
1249 パチンコミカド 1階カウンター 銚子市 長塚町６－４５３１－１ 毎日利用可能 10:00～22:30 無 0479-21-0080
1250 ウォッセ２１ 1階事務所 銚子市 川口町２-６５２９-３４ 毎日利用可能 8:30～17:00 無 0479-22-4500
1251 ビジネス環境整備 事務所 銚子市 小浜町２５５９－２３ 月～金（祝日は利用不可） 8:00～16:50 無 0479-20-8071

1252 ヒゲタ醤油事務所 1階ロビー 銚子市 中央町２－８
月～金（年末年始は利用不
可）

8:20～16:40 無 0479-22-0080

1253 ヒゲタ醤油工場 工場接待所 銚子市 八幡町５１６ 毎日
8:00～16:40（土日祝日は
9:00～16:00）

無 0479-22-5151

1254 銚子信用金庫本店 1階ロビー 銚子市 双葉町５－５ 月～金（土日祝日利用不可） 9:00～15:00 無 0479-25-2100
1255 イオンモール銚子 警備室（防災センター） 銚子市 三崎町２－２６６０－１ 毎日利用可能 10:00～22:00 有 0479-20-0455
1256 イオンモール銚子 2階モールインフォメーション 銚子市 三崎町２－２６６０－１ 毎日利用可能 10:00～22:00 有 0479-20-0400
1257 イオンモール銚子 1階サービスカウンター 銚子市 三崎町２－２６６０－１ 毎日利用可能 10:00～22:00 有 0479-20-0110
1258 千葉科学大学 本部ｷｬﾝﾊﾟｽ守衛室 銚子市 潮見町３ 開校日 24時間 無 0479-30-4500
1259 千葉科学大学 ﾏﾘｰﾅｷｬﾝﾊﾟｽ守衛室 銚子市 潮見町３ 開校日 24時間 無 0479-30-4500
1260 千葉科学大学 ﾏﾘｰﾅｷｬﾝﾊﾟｽ2号館1階 銚子市 潮見町３ 開校日 24時間 無 0479-30-4500
1261 千葉科学大学 ﾏﾘｰﾅｷｬﾝﾊﾟｽ3号館1階 銚子市 潮見町３ 開校日 24時間 無 0479-30-4500
1262 千葉科学大学 ﾏﾘｰﾅｷｬﾝﾊﾟｽ4号館1階 銚子市 潮見町３ 開校日 24時間 無 0479-30-4500
1263 千葉科学大学 ﾏﾘｰﾅｷｬﾝﾊﾟｽ5号館1階 銚子市 潮見町３ 開校日 24時間 無 0479-30-4500
1264 千葉科学大学 ﾏﾘｰﾅｷｬﾝﾊﾟｽ6号館1階 銚子市 潮見町３ 開校日 24時間 無 0479-30-4500
1265 千葉科学大学 ﾏﾘｰﾅｷｬﾝﾊﾟｽ 体育館 銚子市 潮見町３ 開校日 24時間 無 0479-30-4500
1266 MGM銚子店 １階カウンター 銚子市 双葉町５－２ 営業時間内 10:00～22:50 0479-21-3416
1267 ウェルシア銚子笠上町店 店舗 銚子市 笠上町６８７０－１ 営業時間内 9:00～24:00 0479-20-2552
1268 救護施設盲養護老人ホーム猿田の丘なでしこ １F医務室 銚子市 猿田町４４０ 毎日利用可能 24時間 0479-33-1676

1269 老人憩いの家 ２階事務室前 銚子市 外川町1-10828
火～日（月祝日の翌日年末年
始不可）

9:00～17:15 無 0479-24-3340

1270 市川健康福祉センター １階事務室 市川市 南八幡５－１１－２２ 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 047‐377-1101
1271 千葉県行徳野鳥観察舎 事務室内 市川市 福栄４-22-11 毎日利用可能 9:00～16:30 有 047-397-9046
1272 江戸川第二終末処理場 管理棟別館 市川市 福栄4－32－2 毎日利用可能 0:00～24:00 有 047-397-6330
1273 江戸川下水道事務所 市川ポンプ場 市川市 国府台3－17（福栄） 毎日利用可能 0:00～24:00 有 047-372-6852

1274 市川水道事務所 ２階ロビー 市川市 南八幡1-10-15
月～金 土日祝日、年末年始
は利用不可

8:30～17:15 有 047-378-1517

1275 市川水道事務所葛南支所 ２階事務室 市川市 新井3-15-10
月～金 土日祝日、年末年始
は利用不可

8:30～17:15 有 047-357-1197

1276 葛南工業用水道事務所 （南八幡浄水場） 管理棟２階 市川市 南八幡2-23-1
月～金 土日祝日、年末年始
は利用不可

8:30～17:15 無 047-378-4477

1277 葛南工業用水道事務所 （南八幡浄水場） １階玄関ホール 市川市 南八幡2-23-1
月～金 土日祝日、年末年始
は利用不可

8:30～17:15 有 047-378-4477

1278 市川工業高等学校 事務室前 市川市 市川市平田3-10-10 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～21:30 無 047-378-4186
1279 市川工業高等学校 体育館１階 市川市 市川市平田3-10-10 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～21:30 無 047-378-4186
1280 国府台高等学校 体育教官室前 市川市 市川市国府台2-4-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 047-373-2141
1281 国分高等学校 管理棟１階事務室前 市川市 市川市稲越町310 月～金 土日祝日は利用不可 8:25～16:55 無 047-371-6100
1282 国分高等学校 昇降口１階購買室前自販機内 市川市 市川市稲越町310 月～日 終日 無 047-371-6100
1283 行徳高等学校 体育準備室前廊下 市川市 市川市塩浜4-1-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～21:45 無 047-395-1040
1284 行徳高等学校 職員玄関 市川市 市川市塩浜4-1-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-395-1040
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1285 市川東高等学校 武道館１階出入口 市川市 市川市北方町4-2191 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-338-6810
1286 市川東高等学校 管理棟１階事務室前 市川市 市川市北方町4-2191 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-338-6810
1287 市川昴高等学校 特別教室棟３階第1学年室 市川市 市川市東国分1-1-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:25～16:55 無 047-371-2841
1288 市川昴高等学校 管理棟１階職員玄関 市川市 市川市東国分1-1-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:25～16:55 有 047-371-2841
1289 市川南高等学校 体育館外扉 市川市 市川市高谷1509 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～16:30 無 047-328-6001
1290 市川特別支援学校 職員玄関 市川市 市川市原木1862 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 047-327-4155
1291 特別支援学校市川大野高等学園 職員昇降口 市川市 市川市大野町4-2274 月～日 終日 有 047-303-8011
1292 市川警察署 ２階 市川市 鬼高４－４－１ 毎日利用可能 終日 有 047-370-0110
1293 行徳警察署 １階 市川市 塩浜３－１０－１８ 毎日利用可能 終日 有 047-397-0110

1294 現代産業科学館 チケットカウンター 市川市 鬼高１－１－３
原則、火～日、休館日は利用
不可

9:00～16：30 無 047-379-2000

1295 市川市役所行徳支所 １Ｆ公民館入口（玄関ホール） 市川市 末広１－１－３１ 有 047-359-1114（総務課）
1296 市川市役所南八幡仮設庁舎 １F廊下 市川市 南八幡１－１７－１５ 月～金（祝日を除く） 8:30～17:30 有 047-383-9542
1297 市川市役所市川南仮設庁舎 西側１F（管財課車輌担当内） 市川市 市川南2－9－12 月～金（祝日を除く） 8:45～17:10 有 047-320-3111
1298 市川市役所市川南仮設庁舎 東側２F（循環型社会推進課内） 市川市 市川南2－9－12 月～金（祝日を除く） 8:45～17:10 有 047-712-6317
1299 市川市役所中山窓口連絡所 １F執務室内 市川市 中山４－１４－１ 月～金（祝日を除く） 8:40～17:10 有 047-332-6661

1300 生涯学習センター メディアパーク市川 1Fロビー 市川市
鬼高１－１－４ 生涯学習
センター

火～日（館内整理日、蔵書点
検期間を除く）

10:00～19:50（平日）、
10:00～18:20（土日祝日）

有
047-320-3346（中央図書
館）

1301 生涯学習センター メディアパーク市川 3F教育センター 事務室 市川市
鬼高１－１－４ 生涯学習
センター

047-320-3346（中央図書
館）

1302 文化会館 事務室 市川市 大和田１－１－５
毎日（第2、4火曜日（祝日以
外）を除く）

9:00～21:30 有 047-379-5111

1303 文化会館 大ホール楽屋通路 市川市 大和田１－１－５
毎日（第2、4火曜日（祝日以
外）を除く）

9:00～21:30 有 047-379-5111

1304 新井地域ふれあい館 １Ｆ管理人室前 市川市 新井3-31-1 毎日（最終月曜日を除く） 8:45～21:15 有 047-395-5019
1305 保健センター ３階健康増進室 市川市 南八幡４－１８－８ 月～金（祝日を除く） 8:00～17:20 有 047-377-4511
1306 保健センター ２階事務室前 市川市 南八幡４－１８－８ 月～金（祝日を除く） 8:00～17:20 有 047-377-4511
1307 市川霊園 事務所内 市川市 大野町４－２４８１ 8:30～17:00 有 047-337-5696

1308 市川市消防局・東消防署合同庁舎 １Ｆ受付内 市川市 八幡１－８－１
毎日（PA連携により外部に持
ち出しているときを除く）

常時（PA連携により外部に
持ち出しているときを除
く）

047-334-0119

1309 市川市消防局・東消防署合同庁舎 ３Ｆ事務室内 市川市 八幡１－８－１
毎日（PA連携により外部に持
ち出しているときを除く）

常時（PA連携により外部に
持ち出しているときを除
く）

047-333-2111

1310 北消防署 曽谷出張所 玄関 市川市 曽谷２－７－２
毎日（PA連携により外部に持
ち出しているときを除く）

常時（PA連携により外部に
持ち出しているときを除
く）

047-374-0119

1311 塩浜学園（塩浜小学校） 職員室前廊下 市川市 塩浜４－５－１ 毎日（祝日を除く） 8:15～16:45 有 047-397-1250
1312 塩浜学園（塩浜中学校） 職員室前廊下 市川市 塩浜４－６－１ 8:15～16:45 有 047-397-4421

1313 富貴島保育園 ２Ｆ棚の上 市川市 八幡６－１４－１９ 月～土（祝日を除く）
7:15～19:15（平日）、朝
～17:30（土曜日）

有 047-336-1144

1314 市川市アイ・リンクタウン展望施設 ４５階展望ロビー付近 市川市 市川南1－10－1
毎日（第1月曜日（祝日の場合
は直後の平日）を除く）

8:45～22:00 有 047-322-9300

1315 市川地域ふれあい館 １Ｆ管理人室前 市川市 市川２－７－７ 毎日（最終月曜日を除く） 8:45～21:15 有 047-322-7710
1316 平田地域ふれあい館 １Ｆ管理人室前 市川市 平田２－１６－７ 毎日（最終月曜日を除く） 8:45～21:15 有 047-322-4467
1317 本八幡地域ふれあい館 １Ｆ管理人室前 市川市 八幡３－７－９ 毎日（最終月曜日を除く） 8:45～21:15 有 047-326-2452
1318 鬼越・鬼高地域ふれあい館 １Ｆ管理人室前 市川市 鬼越２－１５－１０ 毎日（最終月曜日を除く） 8:45～21:15 有 047-335-9838
1319 奉免地域ふれあい館 １Ｆ管理人室前 市川市 柏井町２－４９－６ 毎日（最終月曜日を除く） 8:45～21:15 有 047-338-5407
1320 湊地域ふれあい館 １Ｆ管理人室前 市川市 湊１１－１８ 毎日（最終月曜日を除く） 8:45～21:15 有 047-357-9864
1321 香取地域ふれあい館 １Ｆ管理人室前 市川市 香取２－１９－１ 毎日（最終月曜日を除く） 8:45～21:15 有 047-358-3854
1322 こども発達センター分館（そよかぜキッズ） １Ｆ玄関 市川市 稲荷木１－１４－１ 月～土（祝日を除く） 9:00～19:00 有 047-712-6555
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1323 菅野公民館 １Ｆロビー 市川市 菅野３－２４－２
毎日（祝日、最終月曜日を除
く）

9:00～21:00 有 047-322-7761

1324 市川市役所本庁舎 １Ｆ受付前 市川市 八幡1-1-1 毎日
常時（※時間外等は守衛室
に要連絡）

有 047-334-1111

1325 市川市役所大柏出張所 ２Ｆ公民館事務室前 市川市 南大野2-3-19 毎日（祝日を除く） 8:40～21:20 有 047-339-3111
1326 市川市役所八幡分庁舎 １Ｆ玄関ホール左側 市川市 八幡4-2-1 月～金（祝日を除く） 8:40～17:25 有 047-332-8740
1327 動植物園 事務室 市川市 大町284 火～日 8:40～17:10 有 047-338-1960
1328 万葉植物園 事務所内 市川市 大野町2-1857 火～日 9:00～17:00 有 047-337-9866
1329 いちかわ市民キャンプ場 ２Ｆ事務所内 市川市 柏井町2-992-1 不定期 不定期 有 047-373-3111
1330 大柏川第一調節池緑地 管理棟事務所内 市川市 北方町4-1444-8 9:00～17:10 有 047-337-7111
1331 里見公園 みどりの基金事務所内 市川市 国府台3-9 9:00～17:00 有 047-372-0062

1332 国府台市民体育館 １Ｆロビー 市川市 国府台1-6-4 毎日（最終月曜日を除く）
8:40～17:00（月曜日）、
8:40～21:00（火～日曜
日）

有 047-373-3111

1333 塩浜市民体育館 １Ｆロビー 市川市 塩浜4-9-1 毎日（最終月曜日を除く）
8:40～17:00（月曜日）、
8:40～21:00（火～日曜
日）

有 047-398-2311

1334 信篤市民体育館 入口右側 市川市 高谷1-8-2 毎日（最終月曜日を除く）
8:40～17:00（月曜日）、
8:40～21:00（火～日曜
日）

有 047-372-6336

1335 福栄スポーツ広場 管理事務所内 市川市 福栄4-32-4 毎日（最終月曜日を除く）
8:40～17:00（月曜日）、
8:40～21:00（火～日曜
日）

有 047-398-0606

1336 中国分スポーツ広場 管理事務所内 市川市 中国分4-25番地 毎日（最終月曜日を除く）
8:40～17:00（月曜日）、
8:40～21:00（火～日曜
日）

有 047-372-5855

1337 市民プール 医務室 市川市 北方町4-2270-3
毎日（休業期間（9月～翌年7
月中旬）を除く）

9:00～17:00 有 047-338-7346

1338 街かど健康サロン サロン内 市川市 塩浜4-2 第2号棟 101号室 毎日（最終月曜日を除く）
8:40～17:00（月曜日）、
9:00～19:00（火～日曜
日）

有 047-395-1166

1339 少年自然の家 事務室内 市川市 大町280-4 毎日
常時（但し、休所日等は警
備室に電話連絡を要する場
合あり）

有 047-337-0533

1340 勤労福祉センター 玄関受付前 市川市 南八幡2-20-1 火～日（祝日を除く） 9:00～21:00 有 047-370-5201
1341 勤労福祉センター分館 １Ｆロビー 市川市 南八幡5-20-3 火～日（祝日を除く） 9:00～21:00 有 047-370-1357

1342 行徳図書館 ２Ｆ入口 市川市 末広1-1-31
火～日（館内整理日、蔵書点
検期間を除く）

10:00～19:50（平日）、
10:00～17:20（土日祝日）

有 047-358-9011

1343 平田図書室 １Ｆ事務室内 市川市 平田1-20-16
火～日（祝日、館内整理日、
蔵書点検期間を除く）

9:30～17:20 有 047-321-2243

1344 南行徳図書館 入口内左側 市川市 相之川1-2-4
火～日（祝日、館内整理日、
蔵書点検期間を除く）

9:30～17:20 有 047-357-4188

1345 鬼高公民館 １Ｆ事務室内廊下 市川市 鬼高2-12-23
毎日（祝日、最終月曜日を除
く）

9:00～21:00 有 047-334-2612

1346 柏井公民館 １Ｆ事務室前廊下 市川市 柏井町2-844
毎日（祝日、最終月曜日を除
く）

9:00～21:00 有 047-338-2988

1347 若宮公民館 １Ｆ展示コーナー内 市川市 若宮2-15-8
毎日（祝日、最終月曜日を除
く）

9:00～21:00 有 047-336-7958

1348 本行徳公民館 １Ｆホール 市川市 本行徳12-8
毎日（祝日、最終月曜日を除
く）

9:00～21:00 有 047-359-1351
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1349 幸公民館 １Ｆ事務室カウンター横 市川市 幸1-16-18
毎日（祝日、最終月曜日を除
く）

9:00～21:00 有 047-398-0481

1350 市川公民館 １Ｆ事務室横 市川市 市川2-33-2
毎日（祝日、最終月曜日を除
く）

9:00～21:00 有 047-321-1171

1351 西部公民館 １Ｆロビー 市川市 中国分2-13-8
毎日（祝日、最終月曜日を除
く）

9:00～21:00 有 047-373-8175

1352 東部公民館 １Ｆロビー 市川市 本北方3-19-16
毎日（祝日、最終月曜日を除
く）

9:00～21:00 有 047-337-8886

1353 曽谷公民館 １Ｆ事務室前 市川市 曽谷6-25-5
毎日（祝日、最終月曜日を除
く）

9:00～21:00 有 047-372-2871

1354 南行徳公民館 １Ｆロビー 市川市 相之川1-3-7
毎日（祝日、最終月曜日を除
く）

9:00～21:00 有 047-356-7371

1355 東山魁夷記念館 受付後 市川市 中山1-16-2
火～日（月曜日（月曜日が祝
休日にあたる場合は、直後の
平日）を除く）

9:00～17:30 有 047-333-2011

1356 宮田地域ふれあい館 １Ｆ玄関 市川市 新田5-16-6 毎日（最終月曜日を除く） 8:45～21:15 有 047-324-4525
1357 八幡地域ふれあい館 １Ｆ管理人室向かい 市川市 八幡1-21-10 毎日（最終月曜日を除く） 8:45～21:15 有 047-332-5538
1358 大野地域ふれあい館 １Ｆ管理人室入口横 市川市 大野町3-1625-1 毎日（最終月曜日を除く） 8:45～21:15 有 047-338-3754
1359 行徳地域ふれあい館 １Ｆ管理人室前 市川市 富浜2-5-19 毎日（最終月曜日を除く） 8:45～21:15 有 047-357-3276
1360 富美浜地域ふれあい館 １Ｆ管理人室前 市川市 欠真間2-31-5 毎日（最終月曜日を除く） 8:45～21:15 有 047-356-5844

1361 男女共同参画センター ウィズ ４Ｆ事務所内 市川市 市川1-24-2
毎日（最終火曜日、祝日を除
く）

8:30～21:30 有 047-322-6700

1362 八幡市民談話室 １Ｆ事務室前 市川市 八幡2-4-8 毎日（最終月曜日を除く） 8:30～21:00 有 047-334-5656
1363 行徳文化ホールＩ＆Ｉ １Ｆロビー 市川市 末広1-1-48 毎日（第1、3火曜日を除く） 9:00～21:30 有 047-701-3011
1364 市川歴史博物館 事務室前廊下 市川市 堀之内2-26-1 火～日 8:50～17:20 有 047-373-2202
1365 いちかわ情報プラザ ２Ｆ事務室入口左側 市川市 南八幡4-2-5-201 毎日（第4日曜日を除く） 8:00～20:30 有 047-393-6520

1366 急病診療ふれあいセンター １Ｆ待合室 市川市 大洲1-18-1
19:30～23:30（月～土曜
日）、9:30～23:30（日・
祝・年末年始・盆期）

有 047-377-1222

1367 南行徳保健センター ４Ｆ事務室前廊下 市川市 南行徳1-21-1 毎日（祝日を除く） 8:00～21:00 有 047-359-8785

1368 こども発達センター １Ｆロビー 市川市 大洲4-18-3
毎日（祝日（祝日が日曜日の
場合は振替休日の日）を除
く）

8:40～21:00 有 047-370-3577

1369 リハビリテーション病院 病院外来カウンター 市川市 柏井町4-229-4 毎日 常時 有 047-320-7111
1370 市川老人いこいの家 １Ｆ集会室前廊下 市川市 市川2-33-6 火～日（祝日を除く） 8:40～17:10 有 047-322-2277
1371 北方老人いこいの家 1Ｆホール 市川市 北方2-29-19 火～日（祝日を除く） 8:40～17:10 有 047-322-3846
1372 南行徳老人いこいの家 １Ｆ玄関正面 市川市 香取1-17-18 火～日（祝日を除く） 9:00～17:00 有 047-357-1104
1373 田尻老人いこいの家 １Ｆ玄関 下足脇 市川市 田尻4-13-3 火～日（祝日を除く） 8:40～17:10 有 047-397-8631
1374 宮久保老人いこいの家 １Ｆホール 市川市 宮久保4-2-4 火～日（祝日を除く） 8:40～17:10 有 047-372-5755
1375 鬼越老人いこいの家 １Ｆホール 市川市 鬼越1-25-3 火～日（祝日を除く） 8:40～17:10 有 047-335-5779
1376 福栄老人いこいの家 １Ｆホール 市川市 福栄4-32-2 火～日（祝日を除く） 9:00～17:10 有 047-395-6906
1377 日之出老人いこいの家 １Ｆ玄関正面 市川市 日之出8-18 火～日（祝日を除く） 9:00～17:10 有 047-397-8221
1378 塩浜老人いこいの家 １Ｆホール 市川市 塩浜4-3 火～日（祝日を除く） 8:40～17:10 有 047-395-2586
1379 北国分老人いこいの家 １Ｆ玄関正面 市川市 北国分1-12-32 火～日（祝日を除く） 8:40～17:10 有 047-375-2167
1380 身体障害者福祉センター １Ｆ事務室内 市川市 本行徳1-5 月～金（祝日を除く） 8:40～17:10 有 047-357-9165
1381 チャレンジ国分 事務室内 市川市 国分3-22-7 月～金 8:40～17:10 有 047-374-1800
1382 松香園 事務室内 市川市 国分3-20-2 月～金（祝日を除く） 9:00～17:00 有 047-373-0482
1383 明松園 事務室内 市川市 中国分2-17-21 月～金（祝日を除く） 8:40～17:10 有 047-372-9017
1384 菅野終末処理場 ２Ｆホール内 市川市 東菅野2-23-1 8:40～18:00 有 047-325-0144
1385 地方卸売市場 守衛室 市川市 鬼高4-5-1 毎日 常時 有 047-378-3611
1386 クリーンセンター 中央制御室内 市川市 田尻1003 毎日 常時 無 047-328-2326
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1387 衛生処理場 事務所内 市川市 二俣新町15
月～土（日、祝日、隔週土曜
を除く）

8:15～16:45 無 047-327-0288

1388 斎場 事務室内 市川市 大野町4-2610-1
毎日（休場日（友引）を除
く）

8:00～21:00 有 047-338-2941

1389 市川市消防局西消防署 ２Ｆ事務室前 市川市 市川1-24-2
毎日（常に使用可。但し、PA
連携により外部に持ち出して
いるときを除く）

常時（但し、PA連携により
外部に持ち出しているとき
を除く）

047-323-0119

1390 市川市消防局南消防署 １Ｆ階段脇 市川市 行徳駅前4-6-19
毎日（常に使用可。但し、PA
連携により外部に持ち出して
いるときを除く）

常時（但し、PA連携により
外部に持ち出しているとき
を除く）

047-397-0119

1391 東消防署 中山出張所 １Ｆ受付内 市川市 北方3-10-11
毎日（常に使用可。但し、PA
連携により外部に持ち出して
いるときを除く）

常時（但し、PA連携により
外部に持ち出しているとき
を除く）

047-332-0119

1392 東消防署 高谷出張所 １Ｆ事務所内 市川市 高谷2023-10
毎日（常に使用可。但し、PA
連携により外部に持ち出して
いるときを除く）

常時（但し、PA連携により
外部に持ち出しているとき
を除く）

047-327-0119

1393 西消防署 国府台出張所 １Ｆ受付前 市川市 国府台1-6-8
毎日（常に使用可。但し、PA
連携により外部に持ち出して
いるときを除く）

常時（但し、PA連携により
外部に持ち出しているとき
を除く）

047-372-0119

1394 西消防署 大洲出張所 １Ｆ受付前 市川市 大洲1-18-1
毎日（常に使用可。但し、PA
連携により外部に持ち出して
いるときを除く）

常時（但し、PA連携により
外部に持ち出しているとき
を除く）

047-376-0119

1395 南消防署 行徳出張所 玄関 市川市 本行徳12-10
毎日（常に使用可。但し、PA
連携により外部に持ち出して
いるときを除く）

常時（但し、PA連携により
外部に持ち出しているとき
を除く）

047-356-0119

1396 南消防署 広尾出張所 玄関左側 市川市 広尾2-2-12
毎日（常に使用可。但し、PA
連携により外部に持ち出して
いるときを除く）

常時（但し、PA連携により
外部に持ち出しているとき
を除く）

047-306-0119

1397 市川市役所北消防署 玄関左側 市川市 大野町4-2163-1 047-338-0119
1398 市川小学校 校長室前廊下 市川市 市川2-32-5 月～金（祝日を除く） 8:15～16:45 有 047-325-4758

1399 真間小学校 職員室前廊下 市川市 真間4-1-1
月～土（施設開放のない土、
日、祝日、休業日を除く）

8:15～16:45 有 047-372-4726

1400 中山小学校 校長室前廊下 市川市 中山1-1-5 月～金（祝日を除く） 8:15～17:00 有 047-335-2711
1401 八幡小学校 事務室前廊下 市川市 八幡3-24-1 月～金 7:00～16:45 有 047-325-4763

1402 国分小学校 校長室前廊下 市川市 東国分2-4-1
（ガラスを破れば常に使用可
能）

（ガラスを破れば常に使用
可能）

有 047-371-6793

1403 大柏小学校 職員室前廊下 市川市 大野町2-1877 月～金（祝日を除く） 8:15～16:45 有 047-337-8141

1404 宮田小学校 保健室前廊下 市川市 新田4-8-15
毎日（学校職員がいないと
き、講堂が開放していないと
きを除く）

7:30～21:00 有 047-379-7647

1405 冨貴島小学校 職員室前廊下 市川市 八幡6-10-11 月～金（祝日を除く） 8:15～16:45 有 047-334-2624
1406 若宮小学校 職員室前廊下 市川市 若宮3-54-10 月～金（祝日を除く） 7:00頃～職員退勤時 有 047-339-2177
1407 国府台小学校 職員室前廊下 市川市 国府台5-25-4 月～金（祝日を除く） 8:15～16:45 有 047-372-4672
1408 平田小学校 職員室前廊下 市川市 平田3-28-1 月～土 8:15～16:45 有 047-379-6761
1409 鬼高小学校 職員室前廊下 市川市 鬼高2-13-5 7:00～20:00 有 047-335-0304
1410 菅野小学校 職員室前廊下 市川市 菅野6-14-1 月～金（祝日を除く） 7:00～20:00 有 047-324-5955
1411 行徳小学校 職員玄関 市川市 富浜1-1-40 有 047-357-3116

1412 信篤小学校 職員室前廊下 市川市 原木2-16-1
月～金（祝日、振替休業日を
除く）

朝～17:00 有 047-328-0165

1413 稲荷木小学校 職員玄関 市川市 稲荷木1-14-1
月～金（祝日、振替休業日を
除く）

7:30～17:30 有 047-376-5961
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1414 南行徳小学校 職員室前廊下 市川市 欠真間1-6-38 月～金 7:30～18:00 有 047-357-3126
1415 鶴指小学校 職員室前廊下 市川市 大和田4-11-1 毎日（休校・閉校時を除く） 有 047-379-3588
1416 宮久保小学校 職員室前廊下 市川市 宮久保5-7-1 月～金 8:15～16:45 有 047-371-2747

1417 二俣小学校 事務室前廊下 市川市 二俣678
毎日（学校職員及び施設開放
委員が不在時を除く）

有 047-328-0105

1418 中国分小学校 職員室前廊下 市川市 中国分1-22-1 毎日 常時 有 047-371-7886
1419 曽谷小学校 職員室前廊下 市川市 曽谷7-18-1 月～金（祝日を除く） 7:00～17:00 有 047-371-7888
1420 大町小学校 保健室前廊下 市川市 大町84-10 月～金（祝日を除く） 7:30～19:30 有 047-337-3610
1421 北方小学校 職員玄関 市川市 北方町4-1356-1 月～金（祝日を除く） 7:00～18:00 有 047-339-1701
1422 新浜小学校 職員室前廊下 市川市 行徳駅前4-5-1 月～金（祝日を除く） 8:00～17:00 有 047-395-5331
1423 百合台小学校 職員室前廊下 市川市 曽谷6-10-1 月～金（祝日を除く） 7:30～19:00 有 047-374-1811
1424 富美浜小学校 校長室前廊下 市川市 南行徳2-3-1 月～金 8:15～16:45 有 047-396-2522
1425 柏井小学校 職員室前廊下 市川市 柏井町1-1149-1 月～金（祝日を除く） 7:00～19:00 有 047-337-8877
1426 大洲小学校 保健室前廊下 市川市 大洲4-18-1 月～金（祝日を除く） 8:15～16:45 有 047-370-0300
1427 幸小学校 保健室前廊下 市川市 幸1-11-1 月～金（祝日を除く） 7:00～21:00 有 047-396-0770
1428 新井小学校 職員室前廊下 市川市 新井1-18-13 毎日 常時 有 047-357-1722
1429 南新浜小学校 保健室前廊下 市川市 新浜1-26-1 月～金（祝日を除く） 8:15～16:45 有 047-396-9731
1430 大野小学校 職員玄関 市川市 南大野1-42-1 月～金（祝日を除く） 7:00～17:00 有 047-338-3000

1431 塩焼小学校 玄関 市川市 塩焼5-9-8
月～金（祝日、行事の振替日
を除く）

7:00～19:00 有 047-397-1231

1432 稲越小学校 ２Ｆ保健室前廊下 市川市 稲越町518-2 月～金（祝日を除く） 7:30～19:00 有 047-373-8401

1433 大和田小学校 職員室前廊下 市川市 大和田1-1-3
（ガラスを破れば常に使用可
能）

（ガラスを破れば常に使用
可能）

有 047-378-5001

1434 福栄小学校 職員室前廊下 市川市 南行徳2-2-1
（学校が開いている時はいつ
でも使用可）

（学校が開いている時はい
つでも使用可）

有 047-397-8115

1435 妙典小学校 給食室入口 市川市 妙典2-14-2 月～金（祝日を除く） 8:00～21:00 有 047-399-5891
1436 第一中学校 職員室前廊下 市川市 国府台2-7-1 夜間以外 有 047-371-6045

1437 第二中学校 玄関 市川市 須和田2-34-1
祝日、定期テスト前、職員が
出勤しない日以外

7:00～18:30 有 047-371-6188

1438 第三中学校 玄関 市川市 曽谷3-2-1
月～金（祝日、土曜参観に伴
う振替休日を除く）

8:10～16:40 有 047-371-7341

1439 第四中学校 職員室前廊下 市川市 中山1-11-1
月～金（祝日のうち学校職員
不在時を除く）

7:00～19:00 有 047-335-3431

1440 第五中学校 職員室前廊下 市川市 大野町3-1993
（ガラスを破れば常に使用可
能）

（ガラスを破れば常に使用
可能）

有 047-337-8344

1441 第六中学校 保健室前廊下 市川市 鬼高3-16-1 月～金（祝日を除く） 8:00～17:00 有 047-370-0535

1442 第七中学校 ２Ｆ職員室前廊下 市川市 末広1-1-48
毎日（休日の内職員が出勤し
ていない場合を除く）

職員退勤後以外 有 047-357-3183

1443 第八中学校 １Ｆ廊下左側奥 市川市 大和田4-9-1 月～金 7:00～20:00 有 047-370-1394
1444 下貝塚中学校 職員室前廊下 市川市 下貝塚3-13-1 7:00～20:00 有 047-371-8800
1445 高谷中学校 職員室前廊下 市川市 高谷1627-4 月～金 8:15～16:45 有 047-328-0211
1446 福栄中学校 校長室前廊下 市川市 福栄3-4-1 月～金（祝日を除く） 7:00～18:30 有 047-396-0701
1447 東国分中学校 玄関 市川市 東国分3-5-1 月～金（祝日を除く） 7:30～19:00 有 047-371-5963
1448 大洲中学校 １Ｆ事務室内 市川市 大洲4-21-5 7:00～21:00 有 047-378-5783

1449 南行徳中学校 職員室前廊下 市川市 南行徳2-2-2
毎日（土日のうち部活動等の
ない日、祝日を除く）

7:30～20:00 有 047-397-5910

1450 妙典中学校 玄関先廊下 市川市 妙典5-22-1 月～金 7:00～17:00 有 047-395-5811
1451 須和田の丘特別支援学校 保健室前廊下 市川市 須和田2-34-1 学校休業日以外 有 047-371-2258
1452 須和田の丘特別支援学校稲越校舎 １Ｆ保健室前廊下 市川市 稲越町518-2 夜間以外 有 047-373-9000
1453 二俣幼稚園 １Ｆ玄関 市川市 二俣678 月～金 8:00～17:15 有 047-328-2324
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1454 信篤幼稚園 職員室横 市川市 高谷1-8-1
月～金（祝日、行事の振替日
を除く）

8:30～17:00 有 047-328-2325

1455 大洲幼稚園 １Ｆフロア 市川市 大洲4-3-12 月～金（祝日を除く） 8:15～17:15 有 047-370-3648
1456 南行徳幼稚園 １Ｆ玄関 市川市 欠真間1-6-15 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 047-358-5333
1457 百合台幼稚園 １Ｆ職員室前 市川市 曽谷6-10-1 月～金（祝日を除く） 夜間以外 有 047-373-8937
1458 新浜幼稚園 １Ｆ職員室前 市川市 行徳駅前4-5-2 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 047-396-2521

1459 塩焼幼稚園 １Ｆ職員室横 市川市 塩焼5-9-1
月～金（祝日、行事の振替日
を除く）

8:15～17:15 有 047-397-3857

1460 平田保育園 １Ｆ廊下 市川市 平田1-20-16 月～土（祝日を除く）
7:15～19:15（月～金）、
朝～17:30（土曜日）

有 047-324-1311

1461 北方保育園 玄関 市川市 北方1-12-1 月～土（祝日を除く）
7:15～19:15（月～金）、
朝～17:30（土曜日）

有 047-334-6616

1462 若宮保育園 玄関 市川市 若宮3-7-6 月～土（祝日を除く）
7:15～19:15（月～金）、
朝～17:30（土曜日）

有 047-334-2115

1463 大洲保育園 玄関 市川市 大洲2-3-8 月～土（祝日を除く）
7:15～19:15（月～金）、
朝～17:30（土曜日）

有 047-378-3331

1464 東大和田保育園 玄関 市川市 東大和田2-6-2 月～土（祝日を除く）
7:15～19:15（月～金）、
朝～17:30（土曜日）

有 047-378-2829

1465 中国分保育園 玄関 市川市 中国分2-13-1 月～土（祝日を除く）
7:15～19:15（月～金）、
朝～17:30（土曜日）

有 047-372-7947

1466 大和田保育園 玄関 市川市 大和田4-4-1 月～土（祝日を除く）
7:15～19:15（月～金）、
朝～17:30（土曜日）

有 047-377-1700

1467 新田保育園 玄関 市川市 新田3-21-1 月～土（祝日を除く）
7:15～19:15（月～金）、
朝～17:30（土曜日）

有 047-370-4557

1468 鬼高保育園 事務室 市川市 鬼高1-11-20 月～土（祝日を除く）
7:15～19:15（月～金）、
朝～17:30（土曜日）

有 047-378-8186

1469 行徳保育園 事務室 市川市 行徳駅前4-22-17 月～土（祝日を除く）
7:15～19:15（月～金）、
朝～17:30（土曜日）

有 047-395-4843

1470 曽谷保育園 玄関 市川市 曽谷7-28-15 月～土（祝日を除く）
7:15～19:15（月～金）、
朝～17:30（土曜日）

有 047-373-5530

1471 本北方保育園 玄関 市川市 本北方2-40-23 月～土（祝日を除く）
7:15～19:15（月～金）、
朝～17:30（土曜日）

有 047-338-5982

1472 菅野保育園 事務室 市川市 菅野4-12-16 月～土（祝日を除く）
7:15～19:15（月～金）、
朝～17:30（土曜日）

有 047-326-4452

1473 欠真間保育園 玄関 市川市 欠真間2-25-8 047-359-0378

1474 塩焼保育園 玄関 市川市 塩焼2-2-5 月～土（祝日を除く）
7:15～19:15（月～金）、
朝～17:30（土曜日）

有 047-396-0169

1475 稲荷木保育園 事務室 市川市 稲荷木1-26-16 月～土（祝日を除く）
7:15～19:15（月～金）、
朝～17:30（土曜日）

有 047-377-5070

1476 新田第二保育園 １Ｆ玄関 市川市 新田2-1-24 月～土（祝日を除く）
7:15～19:15（月～金）、
朝～17:30（土曜日）

有 047-376-9036

1477 塩焼第二保育園 １Ｆフロア 市川市 塩焼3-11-15 月～土（祝日を除く）
7:15～19:15（月～金）、
朝～17:30（土曜日）

有 047-395-5176

1478 塩浜保育園 １Ｆ玄関 市川市 塩浜4-2-10-101 月～土（祝日を除く）
7:15～19:15（月～金）、
朝～17:30（土曜日）

有 047-398-2628

1479 大野保育園 １Ｆ玄関 市川市 南大野2-4-5 月～土（祝日を除く）
7:15～19:15（月～金）、
朝～17:30（土曜日）

有 047-337-4551

1480 香取保育園 １Ｆ事務室 市川市 香取2-6-25 月～土（祝日を除く）
7:15～19:15（月～金）、
朝～17:30（土曜日）

有 047-357-4191

1481 妙典保育園 １Ｆロビー 市川市 妙典6-2-45 月～土（祝日を除く）
7:15～19:15（月～金）、
朝～17:30（土曜日）

有 047-701-2311
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1482 湊新田保育園 １Ｆフロア 市川市 湊新田2-8-3 月～土（祝日を除く） 7:00～19:00 有 047-307-3532
1483 行徳第二保育園 1Ｆ廊下 市川市 行徳駅前4-26-10 047-397-6671
1484 行徳第二保育園分園 事務室内 市川市 新浜1-26-1 047-701-5243

1485 市川駅行政サービスセンター 待合ロビー 市川市
市川南1-1-1ザ・タワー
ズ・イースト3階

毎日（第4日曜日、祝日を除
く）

8:45～21:00 有 047-704-3111

1486 広尾防災公園 管理事務所管理人室内 市川市 広尾2-3-2
9:00～17:00（夏期は9:00
～19:00）

有 047-359-0155

1487 市川駅南口図書館 入口右側 市川市
市川南1-10-1ザ・タワー
ズ・ウエスト3階

火～日（館内整理日、蔵書点
検期間を除く）

9:30～21:30（平日）、
9:30～18:20（土日祝日）

無 047-328-2324

1488 南行徳市民センター 市川市 南行徳1-21-1 047-359-7891
1489 市川市分庁舎C棟 市川市 東大和田1-2-10
1490 観賞植物園 市川市 大町213 047-339-4411
1491 信篤公民館 市川市 高谷1-8-1
1492 市川税務署 1階総合窓口 市川市 北方1-11-10 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 047-335-4101

1493 清華園 事務室内 市川市
中山4-14-1(片桐邸:中山3-
15-8)

月～木 9:30～16:30 有 047-333-6147

1494 芳澤ガーデンギャラリー 事務所前 市川市 真間5-1-18 火～日（祝日の翌日を除く） 9:00～17:00 有 047-374-7687
1495 郭沫若記念館 事務所内 市川市 真間5-3-19 金～日（祝日を除く） 9:30～16:30 有 047-372-5400
1496 木内ギャラリー １Ｆホール 市川市 真間4-11-4 火～日（祝日の翌日を除く） 9:00～17:00 有 047-371-4916
1497 介護老人保健施設ゆうゆう ３Ｆサービスステーション内 市川市 柏井町4-229-4 毎日 常時 有 047-320-7111

1498 ボランティア・NPO活動センター ２Ｆ事務室内 市川市
八幡3-4-1 アクス本八幡2
階

月～金（祝日を除く） 8:40～20:00 有 047-326-1284

1499 養護老人ホームいこい荘 １Ｆ寮母室内 市川市 大町521 毎日 常時 有 047-337-8703
1500 梨香園 事務室内 市川市 大町77-19 月～金（祝日を除く） 8:40～17:10 有 047-339-3855
1501 稲荷木幼稚園 1Ｆ玄関 市川市 稲荷木1-14-1 047-378-6070
1502 市川南保育園 １Ｆホール 市川市 市川南4-1-15 月～土（祝日を除く） 7:00～20:00 有 047-324-1155
1503 市川保育園 1Ｆ玄関 市川市 市川2-24-12 047-322-3363

1504 いちかわ観光・物産案内所 事務室奥 市川市 市川1-1-1
毎日（第1月曜日（祝日の場合
は直後の平日）を除く）

10:00～16:00 有 047-324-7751

1505 南八幡デイサービスセンター ロビー 市川市 南八幡5-20-3 8:10～17:30 有 047-378-3811
1506 国府台デイサービスセンター 廊下(事務室横） 市川市 国府台5-25-4 月～金（祝日を除く） 8:30～17:30 有 047-375-0853
1507 中山デイサービスセンター デイルーム 市川市 中山1-2-1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:30 有 047-335-7361
1508 香取デイサービスセンター ３Ｆデイルーム 市川市 香取2-2-2 8:15～17:30 有 047-359-6655

1509 新井保育園 1階玄関事務カウンター 市川市 新井2-1-21 月～土（祝日を除く）
7:00～19:30(月～金)、7:15
～17:00（土曜日）

有 047-357-3211

1510 百合台保育園 １階事務室 市川市 曽谷3-11-1 月～土（祝日を除く）
7:15～19:15(月～金)、7:15
～17:30（土曜日）

有 047-374-0789

1511 仁保育園 １階事務所 市川市 南行徳1-10-5 月～土（祝日を除く） 7:15～19:15 有 047-396-1241

1512 明徳本八幡駅保育園 玄関 市川市 八幡2-11-2
月～土（祝日、シャポー電気
点検日（2月）を除く）

7:00～19:30（月～金）土
曜日変則

有 047-318-0110

1513 さくらんぼ保育園 １階事務室 市川市 市川南2-6-22 月～土（祝日を除く）
7:00～20:00(月～金)、7:00
～18:00（土曜日）

有 047-322-3334

1514 かいづか保育園 事務室 市川市 下貝塚3-9-3 月～土（祝日を除く）
7:00～19:00（月～金）、
8:30～17:00（土曜日）

有 047-318-5766

1515 あじさい保育園 １階事務室 市川市 妙典5-12-16 月～土（祝日を除く）
7:00～20:00(月～金)、7:00
～19:00（土曜日）

有 047-359-8231

1516 アスク行徳保育園 1階玄関 市川市 行徳駅前1-5-14 月～土（祝日を除く）
7:00～20:00(月～金)、7:00
～17:30（土曜日）

無 047-701-1117

1517 アスク本八幡保育園 1階事務所 市川市 大和田1-5-2 月～土（祝日を除く）
7:00～20:00(月～金)、7:00
～17:30（土曜日）

有 047-300-8737
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1518 小学館アカデミーいちかわ南保育園 １階事務室 市川市 市川南3-13-12 月～土（祝日を除く）
7:30～19:00（月～金）、
8:00～17:30（土）

有 047-325-8030

1519 こうぜん保育園市川 １階事務所 市川市 南大野2-23-11 月～土（祝日を除く）
7:00～20:00（月～金）、
7:00～18:00（土）

無 047-701-5920

1520 ありのみ保育園 １階保健室 市川市 下貝塚1-3-23 月～土（祝日を除く）
7:00～20:00(月～金)、7:00
～17:30（土曜日）

有 047-374-8700

1521 ひまわりキッズ保育園 １階玄関 市川市 行徳駅前2-9-6 月～土（祝日を除く）
7:00～19:00(月～金)、7:00
～16:30（土曜日）

有 047-359-9101

1522 そらまめ保育園市川大野 1階玄関脇 事務室 市川市 奉免町116-2 月～土（祝日を除く）
7：00～21:00(園児が全員
降園すると21時前に閉園す
る事あり)

無 047-337-2822

1523 船橋高等技術専門校 ①実習棟1階廊下 船橋市 高瀬町31-7 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 047-433-2790
1524 船橋高等技術専門校 ②管理棟1階訓練生玄関 船橋市 高瀬町31-7 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 047-433-2790
1525 船橋高等技術専門校 ③管理実習棟３階マイコン制御実習室 船橋市 高瀬町31-7 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 047-433-2790
1526 船橋県民の森 管理事務所 船橋市 大神保町586－2 年中無休 9:00～16:30 有 047-457-4094

1527 船橋水道事務所 １階ロビー 船橋市 高瀬町62-12
月～金 土日祝日、年末年始
は利用不可

8:30～17:15 有 047-433-2514

1528 船橋水道事務所船橋北支所 １階ロビー階段下 船橋市 高根台1-5-1
月～金 土日祝日、年末年始
は利用不可

8:00～17:15 有 047-465-9133

1529 北船橋給水場 ５階管理室 船橋市 大穴北7-8-1 毎日利用可能 24時間 有 047-457-4080
1530 船橋高等学校 管理棟１階体育研究室前 船橋市 船橋市東船橋6-1-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～20:00 無 047-422-2188
1531 船橋高等学校 管理棟1階保健室 船橋市 船橋市東船橋6-1-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～20:00 無 047-422-2188
1532 船橋高等学校 セミナーハウスピロティー 船橋市 船橋市東船橋6-1-1 毎日 終日 無 047-422-2188
1533 薬園台高等学校 管理棟１階教務室前廊下 船橋市 船橋市薬円台5-34-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-464-0011
1534 薬園台高等学校 体育教官室内 船橋市 船橋市薬円台5-34-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-464-0011
1535 船橋東高等学校 保健体育科研究室 船橋市 船橋市芝山2-13-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～18:00 無 047-464-1212
1536 船橋啓明高等学校 格技場出入口外壁面 船橋市 船橋市旭町333 月～日 終日 無 047-438-8428
1537 船橋啓明高等学校 管理特別教室棟１階廊下 船橋市 船橋市旭町333 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 047-438-8428
1538 船橋芝山高等学校 生徒棟１階臨時保健室前 船橋市 船橋市芝山7-39-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～16:50 無 047-463-5331
1539 船橋二和高等学校 管理・特別教室棟１階事務室前 船橋市 船橋市二和西1-3-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:25～16:55 無 047-447-4377
1540 船橋二和高等学校 体育館１階教官室前 船橋市 船橋市二和西1-3-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:25～16:55 有 047-447-4377
1541 船橋古和釜高等学校 会議室 船橋市 船橋市古和釜町586 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-466-1141
1542 船橋古和釜高等学校 体育教官室 船橋市 船橋市古和釜町586 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-466-1141
1543 船橋古和釜高等学校 更衣室前 船橋市 船橋市古和釜町586 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-466-1141
1544 船橋法典高等学校 管理棟１階保健室前廊下 船橋市 船橋市藤原4-1-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-438-0721
1545 船橋法典高等学校 体育館１階通路 船橋市 船橋市藤原4-1-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 有 047-438-0721
1546 船橋豊富高等学校 管理棟１階保健室前 船橋市 船橋市豊富町656-8 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～17:00 無 047-457-5200
1547 船橋豊富高等学校 管理棟２階会議室 船橋市 船橋市豊富町656-8 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～17:00 無 047-457-5200
1548 船橋豊富高等学校 体育館１階教官室前 船橋市 船橋市豊富町656-8 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～17:00 無 047-457-5200
1549 船橋北高等学校 事務室前 船橋市 船橋市神保町133-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:25～16:55 無 047-457-3115
1550 船橋北高等学校 体育準備室前 船橋市 船橋市神保町133-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:25～16:55 無 047-457-3115
1551 船橋特別支援学校 管理棟１階保健室 船橋市 船橋市上山町3-507 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 047-439-5811
1552 船橋夏見特別支援学校 教室棟１階保健室 船橋市 船橋市夏見台5-6-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:25～16:55 有 047-429-6699
1553 船橋夏見特別支援学校 管理棟3階 高等部職員室 船橋市 船橋市夏見台5-6-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:25～16:55 無 047-429-6699
1554 船橋警察署 １階 船橋市 市場４－１８－１ 毎日利用可能 終日 有 047-435-0110
1555 船橋東警察署 １階 船橋市 習志野台７－９－２０ 毎日利用可能 終日 有 047-467-0110

1556 船橋合同庁舎 1階 玄関 自動ドア付近 船橋市 湊町2-10-18
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:30～17:15 有 047-433-1275

1557 県立行田公園 行田公園管理事務所 船橋市 行田2－5 毎日利用可能 8:30～17:15 無 047-430-6229
1558 葛南教育事務所 １階玄関 船橋市 浜町２－５－１ 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 047-433-6017



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号

1559 船橋市役所本庁舎
本庁舎1階総合案内横（スタンド型収納
箱）

船橋市 湊町2-10-25
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

9:00～17:00 有 047-436-2170

1560 船橋市役所分庁舎 分庁舎1階生活支援課内 船橋市 湊町2-1-4
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

9:00～17:00 有 047-436-2360

1561 運動公園
体育館用:体育施設管理事務所内（大会
時、大会役員に貸与）

船橋市 夏見台6-4-1
毎日利用可能（12月29日～1
月3日は利用不可）

9:00～21:00 有 047-438-4461

1562 運動公園
野球場用:陸上競技場現場事務所内（大会
時、大会役員に貸与）

船橋市 夏見台6-4-1
毎日利用可能（12月29日～1
月3日は利用不可）

4～9月 9:00～19:00、10～
3月 9:00～17:00

有 047-438-4461

1563 運動公園

プール用:プール開催時、プール内事務所
（大会時、大会役員に貸与） プール閉鎖
期間、体育施設管理事務所内※平成28年
10月31日現在、閉鎖中。平成29年7月、リ
ニューアルオープン予定

船橋市 夏見台6-4-1
毎日利用可能（12月29日～1
月3日は利用不可）

9:00～21:00 有 047-438-4461

1564 運動公園
陸上競技場用：陸上競技場現場事務所内
（大会時、大会役員に貸与）

船橋市 夏見台6-4-1
毎日利用可能（12月29日～1
月3日は利用不可）

4～9月 9:00～19:00、10～
3月 9:00～17:00

有 047-438-4461

1565 運動公園
体育館トレーニング室用：体育館トレー
ニング室内

船橋市 夏見台6-4-1
毎日利用可能（12月29日～1
月3日は利用不可）

9:00～21:00 有 047-438-4461

1566 運動公園 体育施設管理事務所内 船橋市 夏見台6-4-1
毎日利用可能（12月29日～1
月3日は利用不可）

9:00～21:00 有 047-438-4461

1567 中央消防署夏見分署 1階事務室内 船橋市 夏見2-11-3 毎日利用可能（出動時不可） 24時間 有 047-422-5344
1568 中央消防署本郷分署 西部保健センター2階本郷分署入口付近 船橋市 本郷町457-1 毎日利用可能（出動時不可） 24時間 有 047-335-2697
1569 東消防署前原分署 1階事務室入口脇 船橋市 前原西1-6-1 毎日利用可能（出動時不可） 24時間 有 047-478-3032
1570 東消防署薬円台出張所 食堂 船橋市 薬円台5-24-14 毎日利用可能（出動時不可） 24時間 有 047-466-1523

1571 東消防署薬円台出張所 事務室 船橋市 薬円台5-24-14
毎日利用可能（出動時を除
く）

24時間 有 047-466-1523

1572 北消防署三咲分署 2階事務室掲示板前 船橋市 三咲3-6-14 毎日利用可能（出動時不可） 24時間 有 047-447-5432
1573 北消防署小室出張所 1階通信室 船橋市 小室町3326 毎日利用可能（出動時不可） 24時間 有 047-457-9146

1574 北消防署小室出張所 事務室 船橋市 小室町3326
毎日利用可能（出動時を除
く）

24時間 有 047-457-9146

1575 船橋市特別養護老人ホーム朋松苑 1階宿直室 船橋市 西船2-21-12 毎日利用可能 24時間 無 047-410-0117

1576 ふなばしアンデルセン公園 サービスセンター 船橋市 金堀町525

火～日（月（祝休日・春・
夏・冬休み期間は開園）・12
月29日～1月3日は利用不可）
※臨時休園あり

9:30～16:00 ※夏休み期
間等、開園時間を午後5時
まで延長する場合あり

有 047-457-6627

1577 ふなばしアンデルセン公園 北ゲート 船橋市 金堀町525

火～日（月（祝休日・春・
夏・冬休み期間は開園）・12
月29日～1月3日は利用不可）
※臨時休園あり

9:30～16:00 ※夏休み期
間等、開園時間を午後5時
まで延長する場合あり

有 047-457-6627

1578 ふなばしアンデルセン公園 子ども美術館事務室 船橋市 金堀町525

火～日（月（祝休日・春・
夏・冬休み期間は開園）・12
月29日～1月3日は利用不可）
※臨時休園あり

9:30～16:00 ※夏休み期
間等、開園時間を午後5時
まで延長する場合あり

有 047-457-6627

1579 ふなばしアンデルセン公園 コミュニティーセンター 船橋市 金堀町525

火～日（月（祝休日・春・
夏・冬休み期間は開園）・12
月29日～1月3日は利用不可）
※臨時休園あり

9:30～16:00 ※夏休み期
間等、開園時間を午後5時
まで延長する場合あり

有 047-457-6627

1580 船橋市民ギャラリー・船橋茶華道センター
3階市民ギャラリー事務室内の打合せス
ペースに壁掛けで設置

船橋市 本町2-1-1
毎日利用可能（12月29日～1
月3日は利用不可）

9:00～21:00 有 047-420-2111

1581 船橋市勤労市民センター １階正面玄関警備詰所前 船橋市 本町4-19-6
火～日（月・12月29日～1月3
日は利用不可）

9:00～21:00 有 047-425-2551
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1582 船橋市立船橋高校 保健室 船橋市 市場4-5-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 無 047-422-5516

1583 船橋中学校
職員室内の管理者座席付近の台（職員が
一番通過する目立つ場所）

船橋市 夏見2-11-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-422-8121

1584 湊中学校 職員室 船橋市 日の出1-1-2
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-431-5986

1585 宮本中学校 事務室入口 船橋市 東船橋7-8-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-422-8127

1586 若松中学校 正門の正面廊下、職員室前廊下 船橋市 若松3-2-3
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-431-1870

1587 海神中学校 2階職員室入口の向かい 船橋市 海神4-27-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-431-3074

1588 葛飾中学校 職員室・生徒指導主事の机の前 船橋市 印内1-5-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-431-2692

1589 行田中学校 職員室前廊下 船橋市 行田3-6-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-439-2118

1590 法田中学校
職員玄関の前にある事務室の受付のとこ
ろ

船橋市 藤原7-46-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-438-3026

1591 旭中学校 廊下（保健室前） 船橋市 旭町2-23-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-439-5710

1592 高根中学校 職員室 船橋市 新高根1-17-2
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-464-3811

1593 八木が谷中学校 職員室玄関近くのドア内左側 船橋市 八木が谷2-9-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-447-1455

1594 金杉台中学校 職員室 船橋市 金杉台1-2-18
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-448-3877

1595 前原中学校 管理棟2階職員室 船橋市 中野木2-33-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-478-6831

1596 二宮中学校 Ａ棟2階職員室 船橋市 滝台1-2-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-466-2453

1597 二宮中学校 Ｂ棟2階3年学年室 船橋市 滝台1-2-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 無 047-466-2453

1598 二宮中学校 Ｃ棟2階1年学年室 船橋市 滝台1-2-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 無 047-466-2453

1599 飯山満中学校 職員室 前黒板付近 船橋市 飯山満町1-946-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-422-0088

1600 芝山中学校 職員室後方校長室入口の左横 船橋市 芝山1-40-11
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-464-3448

1601 七林中学校 2階職員玄関正面 船橋市 七林町130
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-464-7687

1602 三田中学校 職員室内後方の食器棚の下段 船橋市 田喜野井2-24-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-477-0311

1603 三山中学校 本校舎2階の職員室の前面の棚 船橋市 三山6-26-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-479-3000

1604 高根台中学校 職員室前廊下 船橋市 高根台3-3-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-466-1710

1605 習志野台中学校 2階職員室の入口近くの壁 船橋市 習志野台6-23-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-466-1310

1606 古和釜中学校 職員室出入口 船橋市 松が丘3-69-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-464-2331
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1607 坪井中学校 職員室 船橋市 坪井東1-24-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-466-3104

1608 大穴中学校 職員室 養護教諭の机の後ろの棚 船橋市 大穴南3-19-2
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-462-3117

1609 豊富中学校 職員玄関入って正面 事務室前 船橋市 豊富町12
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-457-2030

1610 八木が谷小学校 校舎2階 職員室 船橋市 八木が谷2-3-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-447-6728

1611 八木が谷北小学校 職員玄関右側 公衆電話脇 船橋市 八木が谷4-13-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-447-2465

1612 咲が丘小学校 2階職員室・前入口の左側にある棚 船橋市 咲が丘1-22-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-448-5512

1613 金杉台小学校 2階事務室 船橋市 金杉台2-1-7
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-448-3876

1614 法典小学校 事務室の受付 船橋市 藤原5-2-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-439-0832

1615 丸山小学校 職員玄関左 戸棚内 船橋市 丸山4-43-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-439-2123

1616 法典東小学校 職員玄関の入口横 船橋市 丸山5-25-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-438-1929

1617 法典西小学校 2階廊下 体育館入口前 船橋市 上山町1-111-5
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-337-7982

1618 塚田小学校 2階職員室 船橋市 前貝塚町600
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-438-8900

1619 行田東小学校 2階職員室 船橋市 行田2-4-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-439-2119

1620 行田西小学校 職員室 船橋市 行田3-4-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-439-2120

1621 前原小学校 西校舎1階 保健室前廊下 船橋市 前原西2-28-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-472-2156

1622 中野木小学校 中央校舎1階 保健室 船橋市 中野木2-19-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-475-5222

1623 二宮小学校
2階職員室の事務室側入口入って左の棚 下
～２段目

船橋市 前原東5-9-3
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-477-4567

1624 飯山満小学校 職員室入口左手 船橋市 飯山満町3-1394-3
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-465-5255

1625 飯山満南小学校 職員室 船橋市 飯山満町1-954-4
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-463-1412

1626 芝山東小学校 職員玄関を入ってすぐ左側 船橋市 芝山3-19-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-464-3423

1627 芝山西小学校 職員室入口横ロッカー 船橋市 芝山2-4-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-462-3115

1628 七林小学校 職員室 教頭机の前 船橋市 七林町115-13
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-466-3118

1629 薬円台小学校 職員玄関 船橋市 薬円台4-5-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-466-4135

1630 薬円台南小学校 2階職員室 船橋市 薬円台2-18-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-464-6091

1631 田喜野井小学校 職員玄関 船橋市 田喜野井4-33-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-464-4441
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1632 三山小学校 2階職員室 船橋市 三山2-42-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-479-1313

1633 高根台第二小学校 事務室 船橋市 高根台5-2-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-465-1551

1634 高根台第三小学校 職員玄関 船橋市 高根台1-4-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-464-1665

1635 高郷小学校 職員室（前ドア横） 船橋市 西習志野1-47-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-465-5252

1636 習志野台第一小学校 本校舎１階職員室 前方の机下 船橋市 習志野台2-51-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-466-1010

1637 習志野台第二小学校 職員室 船橋市 習志野台5-43-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-465-2199

1638 古和釜小学校 校舎2階職員室 船橋市 松が丘3-42-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-465-6115

1639 坪井小学校
2階職員室 前方入口を入った真正面の机
の下（AEDの表示あり）

船橋市 坪井町747-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-463-1416

1640 大穴小学校 保健室 船橋市 大穴南2-7-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-465-2531

1641 大穴北小学校 事務室 船橋市 大穴北1-7-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-457-6103

1642 豊富小学校 職員室 船橋市 豊富町1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-457-1565

1643 船橋市総合教育センター 1階事務室受付カウンター 船橋市 東町834
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

9:00～17:00 有 047-422-7730

1644 船橋市立特別支援学校 高根台校舎 保健室薬品戸棚 船橋市 高根台2-1-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-466-3631

1645 本中山連絡所 本中山連絡所福祉ガイドコーナー奥 船橋市 本中山3-20-2
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

9:00～17:00 有 047-336-5481

1646 動物愛護指導センター 管理棟事務室内 船橋市 潮見町32-2
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

9:00～17:00 有 047-435-3916

1647 船橋市光風みどり園 医務室（薬品戸棚右側ガラス戸内） 船橋市 大神保町1359-7
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

9:00～17:00 有 047-457-7130

1648 南本町子育て支援センター 事務所内 船橋市 南本町10-1
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

9:00～16:00 有 047-434-3910

1649 芝山第一保育園 事務室内 船橋市 芝山3-10-4
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

7:00～19:00 有 047-462-7575

1650 夏見第二保育園 事務所（1階玄関ホール横） 船橋市 夏見台4-1-1
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

7:00～19:00 有 047-439-6231

1651 行田保育園 事務室内 船橋市 行田3-1-2
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

7:00～19:00 有 047-439-5000

1652 海神第二保育園 事務室内 船橋市 本町1-23-7
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

7:00～19:00 有 047-435-0783

1653 夏見第一保育園 事務室内 船橋市 夏見4-10-26
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

7:00～19:00 有 047-422-5198

1654 海神第一保育園 事務室内 船橋市 海神2-16-4
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

7:00～19:00 有 047-422-2462

1655 若葉保育園 事務室内薬剤棚上段 船橋市 藤原7-41-1
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

7:00～19:00 有 047-439-0472

1656 西船保育園 事務室内 船橋市 西船6-1-24
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

7:00～19:00 有 047-333-8187
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1657 本中山保育園 事務室内 船橋市 本中山5-6-1
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

7:00～19:00 有 047-333-6451

1658 本町保育園 事務所内 船橋市 本町6-7-18
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

7:00～19:00 有 047-424-7011

1659 浜町保育園 事務室内 船橋市 浜町1-1-1
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

7:00～19:00 有 047-431-3262

1660 小室保育園 事務室内 船橋市 小室町3305
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

7:00～19:00 有 047-457-1717

1661 緑台保育園 事務室内 船橋市 緑台2-2-1
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

7:00～19:00 有 047-447-9122

1662 高根台保育園 事務室内 船橋市 高根台2-2-2
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

7:00～19:00 有 047-466-2611

1663 習志野台第二保育園 事務室内 船橋市 習志野台6-7-1
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

7:00～19:00 有 047-464-3818

1664 習志野台第一保育園 事務室内 船橋市 習志野台2-50-3
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

7:00～19:00 有 047-465-4124

1665 二宮保育園 事務室内入口付近 船橋市 前原西6-1-12
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

7:00～19:00 有 047-472-1097

1666 三山保育園 事務所内 受付窓口付近 船橋市 三山6-26-26
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

7:00～19:00 有 047-476-2701

1667 二和保育園 事務室内 船橋市 二和東5-50-1
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

7:00～19:00 有 047-447-0801

1668 高根保育園 事務室内 船橋市 新高根4-19-2
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

7:00～19:00 有 047-463-1418

1669 中央保育園 事務室内 船橋市 本町4-17-21
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

7:00～19:00 有 047-422-4762

1670 宮本第一保育園 事務室内 船橋市 宮本6-26-27
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

7:00～19:00 有 047-422-5639

1671 金杉台保育園 事務所内カウンター 船橋市 金杉台1-1-6
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

7:00～19:00 有 047-447-0022

1672 若松保育園
事務所入って右脇 カウンターの上（救
急箱と無線機の間）

船橋市 若松2-6-3
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

7:00～19:00 有 047-433-4041

1673 湊町保育園 事務室内 船橋市 湊町1-16-23
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

7:00～19:00 有 047-431-4961

1674 宮本第二保育園 事務所医療棚下 船橋市 宮本8-9-10
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

7:00～19:00 有 047-423-1304

1675 千鳥保育園 事務室内 船橋市 南本町13-1
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

7:00～19:00 有 047-431-5061

1676 高根台児童ホーム 事務室内 船橋市 高根台2-2-2

火～日（月（祝休日が月の場
合は翌日も利用不可）・祝休
日・12月29日～1月3日は利用
不可）

9:00～17:00 有 047-466-3638

1677 前原児童ホーム 事務室内 船橋市 前原西6-1-12

火～日（月（祝休日が月の場
合は翌日も利用不可）・祝休
日・12月29日～1月3日は利用
不可）

9:00～17:00 有 047-475-5454

1678 夏見児童ホーム 事務室内 船橋市 夏見4-39-15

火～日（月（祝休日が月の場
合は翌日も利用不可）・祝休
日・12月29日～1月3日は利用
不可）

9:00～17:00 有 047-423-5999
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1679 金杉台児童ホーム 事務室内 船橋市 金杉台2-2-4

火～日（月（祝休日が月の場
合は翌日も利用不可）・祝休
日・12月29日～1月3日は利用
不可）

9:00～17:00 有 047-447-7837

1680 飯山満児童ホーム 事務室内 船橋市 飯山満2-488-8

火～日（月（祝休日が月の場
合は翌日も利用不可）・祝休
日・12月29日～1月3日は利用
不可）

9:00～17:00 有 047-468-0411

1681 松が丘児童ホーム 事務室内 船橋市 松が丘1-52-22

火～日（月（祝休日が月の場
合は翌日も利用不可）・祝休
日・12月29日～1月3日は利用
不可）

9:00～17:00 有 047-463-5087

1682 八木が谷児童ホーム 事務室内 船橋市 みやぎ台1-7-1

火～日（月（祝休日が月の場
合は翌日も利用不可）・祝休
日・12月29日～1月3日は利用
不可）

9:00～17:00 有 047-448-4400

1683 三山児童ホーム 事務室内 船橋市 三山2-42-3

火～日（月（祝休日が月の場
合は翌日も利用不可）・祝休
日・12月29日～1月3日は利用
不可）

9:00～17:00 有 047-478-6800

1684 若松児童ホーム 事務室内 船橋市 若松2-3-6

火～日（月（祝休日が月の場
合は翌日も利用不可）・祝休
日・12月29日～1月3日は利用
不可）

9:00～17:00 有 047-433-7991

1685 習志野台児童ホーム 事務室内 船橋市 習志野台3-4-1

火～日（月（祝休日が月の場
合は翌日も利用不可）・祝休
日・12月29日～1月3日は利用
不可）

9:00～17:00 有 047-464-0001

1686 西船児童ホーム 事務室内 船橋市 本郷町554

火～日（月（祝休日が月の場
合は翌日も利用不可）・祝休
日・12月29日～1月3日は利用
不可）

9:00～17:00 有 047-333-2007

1687 海神児童ホーム 事務室内 船橋市 海神町2-264-5

火～日（月（祝休日が月の場
合は翌日も利用不可）・祝休
日・12月29日～1月3日は利用
不可）

9:00～17:00 有 047-432-4661

1688 七林放課後ルーム 事務室内 船橋市 七林町128-11
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

下校時～19:00（授業があ
る月～金曜日）、8:00～
19:00（学校が休みの日
（休所日に規定された日を
除く））

有 047-469-0792

1689 塚田放課後ルーム 事務室内 船橋市 前貝塚町610-4
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

下校時～19:00（授業があ
る月～金曜日）、8:00～
19:00（学校が休みの日
（休所日に規定された日を
除く））

有 047-430-5291

1690 小室放課後ルーム 事務室内 船橋市 小室町3001
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

下校時～19:00（授業があ
る月～金曜日）、8:00～
19:00（学校が休みの日
（休所日に規定された日を
除く））

有 047-457-9019



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号

1691 習志野霊園 習志野霊園管理事務所内 船橋市 習志野2-5-9
毎日利用可能（12月29日～1
月3日は利用不可）

9:00～17:00 有 047-465-5457

1692 清掃センター 清掃センター 2階事務所受付窓口 船橋市 東町896-2
月～土（日・12月31日～1月3
日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-424-0151

1693 船橋市農業センター 農業センター管理事務所内の書棚の上 船橋市 金堀町522-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

9:00～17:00 有 047-457-7481

1694 船橋市本町駐車場 駐車場料金所 船橋市 本町2-1-1ｽｸｴｱ21ﾋﾞﾙB1F 毎日利用可能 8:00～24:00 有 047-420-2110

1695 西浦下水処理場 2階事務所 カウンター上 船橋市 西浦1-4-6
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

9:00～17:00 有 047-434-1161

1696 高瀬下水処理場 2階 階段上 船橋市 高瀬町56
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

9:00～17:00 有 047-432-9040

1697 坪井公民館 1階事務室窓口カウンター 船橋市 坪井町1371

月～土（原則毎月の最終月曜
日（最終月曜日が28日にあた
る場合は、21日を休館日とす
る）・祝休日（祝日が日と重
なる場合は、日は開館し、翌
日の月曜日は休館とする）・
12月29日～1月3日は利用不
可）

9:00～21:30 有 047-402-0271

1698 大神保青少年キャンプ場 第1キャンプ場男子トイレ 船橋市 大神保町594
毎日利用可能（12月29日～1
月3日は利用不可）

9:00～17:00 有 047-457-1994

1699 大神保青少年キャンプ場 第2キャンプ場男子トイレ 船橋市 大神保町594
毎日利用可能（12月29日～1
月3日は利用不可）

9:00～17:00 有 047-457-1994

1700 大神保青少年キャンプ場 研修棟さざんかの家 船橋市 大神保町594
毎日利用可能（12月29日～1
月3日は利用不可）

9:00～17:00 有 047-457-1994

1701 船橋市夜間休日急患診療所 事務室内受付カウンター下 船橋市 北本町1-16-55 毎日利用可能

20:00～翌6:00（月～
金）、18:00～翌6:00
（土・祝休日）、9:00～翌
6:00（日・12月29日～1月3
日）

有 047-424-2327

1702 船橋市立リハビリテーション病院 1階外来 船橋市 夏見台4-26-1 毎日利用可能 8:30～21:30 有 047-439-1200

1703 船橋市立看護専門学校 1階 廊下 教員室前 船橋市 金杉1-28-7
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:30～17:00 有 047-430-1115

1704 身体障害者福祉作業所太陽 玄関先のロビー 船橋市 二和西5-7-17
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

9:00～17:00 有 047-449-6993

1705 船橋市東老人福祉センター 東老人福祉センター受付カウンター 船橋市 薬円台5-31-1
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

9:30～16:00 有 047-436-2413

1706 船橋市中央老人福祉センター
中央老人福祉センター入口右側事務室内
左側ラック3段目ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ

船橋市 夏見台1-11-3
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

9:30～16:00 無 047-438-1105

1707 船橋市北老人福祉センター 北老人福祉センター2階生活健康相談室 船橋市 三咲7-24-1
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

9:30～16:00 無 047-449-7601

1708 船橋市西老人福祉センター 2階事務室 船橋市 藤原3-2-15
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

9:30～16:00 無 047-429-0810

1709 船橋市南老人福祉センター 1階事務室入口正面 総合盤横ラックの上 船橋市 湊町1-11-19
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

9:30～16:00 無 047-495-8011

1710 ケアハウス市立船橋長寿園 1階正面玄関 船橋市 飯山満町2-519-3 毎日利用可能 24時間 無 047-461-9994

1711 法典児童ホーム 事務室内 船橋市 藤原3-2-15

火～日（月（祝休日が月の場
合は翌日も利用不可）・祝休
日・12月29日～1月3日は利用
不可）

9:00～17:00 有 047-429-0813



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号

1712 三咲児童ホーム 事務室内 船橋市 三咲3-5-10

火～日（月（祝休日が月の場
合は翌日も利用不可）・祝休
日・12月29日～1月3日は利用
不可）

9:00～17:00 有 047-448-2397

1713 二宮放課後ルーム 事務室内 船橋市 前原東5-9-3
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

下校時～19:00（授業があ
る月～金曜日）、8:00～
19:00（学校が休みの日
（休所日に規定された日を
除く））

有 047-474-4410

1714 高郷放課後ルーム 事務室内 船橋市 西習志野1-47-1
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

下校時～19:00（授業があ
る月～金曜日）、8:00～
19:00（学校が休みの日
（休所日に規定された日を
除く））

有 047-466-4557

1715 馬込霊園 馬込霊園管理事務所内 船橋市 馬込町1216
毎日利用可能（12月29日～1
月3日は利用不可）

9:00～17:00 有 047-439-1360

1716 ふなばし三番瀬海浜公園 仮設事務所内 船橋市 潮見町40
火～日（月・祝休日の翌日・
12月29日～1月3日は利用不
可）

9:00～17:00 有 047-435-0828

1717 船橋市地方卸売市場 管理棟前守衛室内 船橋市 市場1-8-1

毎日利用可能（休市日は利用
不可）※地方卸売市場ホーム
ページ「市場カレンダー」を
ご覧ください。

24時間 有 047-424-1151

1718 船橋駅南口地下駐輪場 フェイスビル地下1階駐輪場管理人室 船橋市 本町1-3-1 毎日利用可能 6:00～24:00 有 047-424-7059

1719 二和小学校 2階職員室の入口のドアを入って目の前 船橋市 二和東1-9-11
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-448-3401

1720 東図書館 2階事務室入口付近 船橋市 習志野台5-1-1

火～日（月(祝休日と重なった
場合は次の平日)・図書整理日
(原則として毎月最終木曜日。
祝休日と重なった場合は前
日)・特別図書整理期間・12月
29日～1月3日は利用不可）

9:30～19:00（水・金）、
9:30～17:00（火・木・
土・日・祝休日）

有 047-463-3611

1721 北図書館等複合施設
北図書館等複合施設内1階一般カウンター
後部の棚

船橋市 二和東5-26-1

火～日（月(祝休日と重なった
場合は次の平日)・図書整理日
(原則として毎月最終木曜日。
祝休日と重なった場合は前
日)・特別図書整理期間・12月
29日～1月3日は利用不可）

9:30～19:00（水・金）、
9:30～17:00（火・木・
土・日・祝休日）

有 047-448-4899

1722 法典公園 事務室 船橋市 藤原5-9-10

毎日利用可能（12月29日～1
月3日は利用不可） ※臨時休
園日あり。市ホームページ
「法典公園」の行事予定表を
ご覧ください。

9:00～21:00 有 047-438-3500

1723 船橋市総合体育館 2棟1階温水プール事務所 船橋市 習志野台7-5-1

毎日利用可能（12月29日～1
月3日は利用不可） ※臨時休
館日あり。船橋アリーナの
ホームページをご覧くださ
い。

9:00～21:00 有 047-461-5611



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号

1724 船橋市総合体育館
1棟1階メインアリーナ西ワイエ 北西フロ
ア出入口

船橋市 習志野台7-5-1

毎日利用可能（12月29日～1
月3日は利用不可） ※臨時休
館日あり。船橋アリーナの
ホームページをご覧くださ
い。

9:00～21:00 有 047-461-5611

1725 船橋市総合体育館 2棟2階トレーニング室受付カウンター 船橋市 習志野台7-5-1

毎日利用可能（12月29日～1
月3日は利用不可） ※臨時休
館日あり。船橋アリーナの
ホームページをご覧くださ
い。

9:00～21:00 有 047-461-5611

1726 船橋市武道センター 1階階段横 船橋市 市場1-3-1

毎日利用可能（12月29日～1
月3日は利用不可） ※臨時休
館日あり。武道センターの
ホームページをご覧くださ
い。

9:00～21:00 有 047-422-0122

1727 船橋市民文化ホール ロビー内クロークのカウンター上に設置 船橋市 本町2-2-5
火～日（月（月が祝日の場合
は開館）・12月29日～1月3日
は利用不可）

8:45～17:15 有 047-434-5555

1728 消防指令センター・職員研修所 2階指令課事務室 船橋市 湊町2-6-10 毎日利用可能 24時間 有 047-435-1111

1729 船橋市消防局救急ステーション 1階事務室 船橋市 金杉1-21-3
毎日利用可能（出動時を除
く）

24時間 有 047-438-9998

1730 中央消防署 2階事務所内 船橋市 湊町2-6-10
毎日利用可能（出動時を除
く）

24時間 有 047-435-8664

1731 東消防署 1階事務室 船橋市 習志野台3-18-23
毎日利用可能（出動時を除
く）

24時間 有 047-464-1515

1732 北消防署 1階事務所受付前 船橋市 馬込町902-2
毎日利用可能（出動時を除
く）

24時間 有 047-438-2238

1733 東消防署芝山分署 1階通信室 船橋市 芝山1-39-10
毎日利用可能（出動時を除
く）

24時間 有 047-467-9535

1734 東消防署三山分署 2階事務室 船橋市 三山5-20-5
毎日利用可能（出動時を除
く）

24時間 有 047-479-3966

1735 北消防署行田分署 1階通信室 船橋市 行田2-1-1
毎日利用可能（出動時を除
く）

24時間 有 047-438-2117

1736 船橋市役所別館 別館2階指導監査課前 船橋市 湊町2-8-11
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

9:00～17:00 有 047-436-2424

1737 船橋市リハビリセンター 地下1階 受付付近 船橋市 飯山満町2-519-3
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:30～17:00 有 047-468-2001

1738 船橋駅前総合窓口センター
フェイス5階フロア内の障害者トイレと多
目的トイレの間

船橋市 本町1-3-1 ﾌｪｲｽﾋﾞﾙ5階

月～金、第2土曜日とその翌日
の日、第4土曜日とその翌日の
日（第1・3・5土曜日とその翌
日の日、12月29日～1月3日は
利用不可）

9:00～20:00（月～金）、
9:00～17:00（第2・4土曜
日とその翌日の日、祝休
日）

有 047-423-3411

1739 船橋市立医療センター Ｅ館1階防災センター前 船橋市 金杉1-21-1 毎日利用可能 24時間 有 047-438-3321

1740 中央公民館 3階事務室内 船橋市 本町2-2-5

月～土（原則毎月の最終月曜
日（最終月曜日が28日にあた
る場合は、21日を休館日とす
る）・祝休日（祝日が日と重
なる場合は、日は開館し、翌
日の月曜日は休館とする）・
12月29日～1月3日は利用不
可）

9:00～21:30 有 047-434-5551



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号

1741 海神公民館 2階事務室カウンター 船橋市 海神6-3-36

月～土（原則毎月の最終月曜
日（最終月曜日が28日にあた
る場合は、21日を休館日とす
る）・祝休日（祝日が日と重
なる場合は、日は開館し、翌
日の月曜日は休館とする）・
12月29日～1月3日は利用不
可）

9:00～21:30 有 047-420-1001

1742 葛飾公民館 事務室窓口カウンター 船橋市 西船3-6-25-201

月～土（原則毎月の最終月曜
日（最終月曜日が28日にあた
る場合は、21日を休館日とす
る）・祝休日（祝日が日と重
なる場合は、日は開館し、翌
日の月曜日は休館とする）・
12月29日～1月3日は利用不
可）

9:00～21:30 有 047-437-5072

1743 八木が谷公民館 事務室入口 船橋市 八木が谷2-14-6

月～土（原則毎月の最終月曜
日（最終月曜日が28日にあた
る場合は、21日を休館日とす
る）・祝休日（祝日が日と重
なる場合は、日は開館し、翌
日の月曜日は休館とする）・
12月29日～1月3日は利用不
可）

9:00～21:30 有 047-448-5030

1744 海老が作公民館 事務室窓口のカウンター下 船橋市 大穴南3-19-1

月～土（原則毎月の最終月曜
日（最終月曜日が28日にあた
る場合は、21日を休館日とす
る）・祝休日（祝日が日と重
なる場合は、日は開館し、翌
日の月曜日は休館とする）・
12月29日～1月3日は利用不
可）

9:00～21:30 有 047-464-8232

1745 高根公民館 高根公民館事務室内 船橋市 高根町2885-3

月～土（原則毎月の最終月曜
日（最終月曜日が28日にあた
る場合は、21日を休館日とす
る）・祝休日（祝日が日と重
なる場合は、日は開館し、翌
日の月曜日は休館とする）・
12月29日～1月3日は利用不
可）

9:00～21:30 有 047-438-4112

1746 三田公民館 窓口受付の事務所側内側横 船橋市 田喜野井2-24-2

月～土（原則毎月の最終月曜
日（最終月曜日が28日にあた
る場合は、21日を休館日とす
る）・祝休日（祝日が日と重
なる場合は、日は開館し、翌
日の月曜日は休館とする）・
12月29日～1月3日は利用不
可）

9:00～21:30 有 047-477-2961



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号

1747 三咲公民館 公民館1階ロビー階段下自販機コーナー 船橋市 三咲3-5-10

月～土（原則毎月の最終月曜
日（最終月曜日が28日にあた
る場合は、21日を休館日とす
る）・祝休日（祝日が日と重
なる場合は、日は開館し、翌
日の月曜日は休館とする）・
12月29日～1月3日は利用不
可）

9:00～21:30 有 047-448-3291

1748 北部公民館 事務室 受付カウンター通路側 船橋市 豊富町4

月～土（原則毎月の最終月曜
日（最終月曜日が28日にあた
る場合は、21日を休館日とす
る）・祝休日（祝日が日と重
なる場合は、日は開館し、翌
日の月曜日は休館とする）・
12月29日～1月3日は利用不
可）

9:00～21:30 有 047-457-0433

1749 青少年会館 青少年会館入口玄関右側 船橋市 若松3-3-4
火～日（月曜日・祝休日の翌
日・12月29日～1月3日は利用
不可）

9:00～17:00 有 047-434-5891

1750 西部保健センター 4階ホール 船橋市 本郷町457-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

9:00～17:00 無 047-302-2626

1751 馬込斎場 事務室前のカウンター横 船橋市 馬込町1102-1
1月1日・2日以外の毎日利用可
能

8:45～20:00（友引に当た
る日の前日は17:15まで）

有 047-438-1151

1752 三山園 医務室 船橋市 三山2-3-2 毎日利用可能 24時間 有 047-476-2885

1753 船橋市立特別支援学校 保健室 船橋市 金堀町349-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-457-2111

1754 御滝中学校 職員室校長室側入口近く（管理棟2階） 船橋市 金杉6-5-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-448-3102

1755 小室中学校 職員室（前黒板横） 船橋市 小室町898
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-457-1865

1756 船橋小学校 1階職員室前方入口付近 船橋市 本町4-17-20
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-422-8118

1757 湊町小学校 職員室入口 船橋市 湊町1-16-5
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-431-4781

1758 南本町小学校 職員室入口 船橋市 栄町1-7-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-433-1864

1759 宮本小学校 職員室入口付近 船橋市 宮本7-10-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-422-6187

1760 若松小学校 事務室内食器棚上 船橋市 若松3-2-4
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-434-6925

1761 峰台小学校 1階保健室前廊下 船橋市 宮本6-33-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-422-8124

1762 市場小学校 職員室前の入口入ってすぐ左側 船橋市 市場1-5-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-424-6531

1763 海神小学校 2階事務室ロッカーの中 船橋市 海神2-6-5
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-431-2551

1764 西海神小学校
1階職員室後方入口扉横（職員ﾚﾀｰﾎﾞｯｸｽ
上）

船橋市 海神5-19-36
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-431-0265

1765 海神南小学校 2階職員玄関の正面にある事務室 船橋市 海神町南1-1510
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-433-2177



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号

1766 葛飾小学校 旧校舎2階職員室入口付近戸棚 船橋市 印内1-2-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-431-2722

1767 小栗原小学校 2階職員室教頭執務机の前 船橋市 本中山3-16-12
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-334-4733

1768 八栄小学校 2階事務室前廊下 船橋市 夏見5-27-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-442-8285

1769 夏見台小学校 職員室 船橋市 夏見台2-12-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-438-2000

1770 高根小学校 2階職員玄関内 船橋市 高根町2895
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-438-2237

1771 高根東小学校 職員室 船橋市 新高根1-17-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-464-2345

1772 金杉小学校 2階 職員室 船橋市 金杉8-10-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-448-3201

1773 三咲小学校 職員玄関にある棚の中 船橋市 二和東5-39-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-447-2010

1774 三山東小学校 職員室前面入口脇 船橋市 三山6-32-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-478-5533

1775 小室小学校 職員室にある廊下側の戸棚の中 船橋市 小室町899
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

8:15～16:45 有 047-457-1265

1776 二宮出張所 1階事務室中央 電送機後方 船橋市 滝台1-1-20
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

9:00～17:00 有 047-464-1811

1777 習志野台出張所 習志野台出張所1階会議室脇 船橋市 習志野台2-45-18
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

9:00～17:00 有 047-466-2811

1778 西船橋出張所
西船橋出張所2階事務室 ホワイトボード
裏カウンター上

船橋市 西船4-17-3
月～金（日・祝休日・12月29
日～1月3日は利用不可）

9:00～20:00（月～金）、
9:00～17:00（土）

有 047-433-4321

1779 芝山出張所 事務所内（所長席の右側） 船橋市 芝山3-10-8
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

9:00～17:00 有 047-463-2561

1780 中央図書館 2階一般カウンターの机上 船橋市 本町4-38-28

火～日（月(祝休日と重なった
場合は次の平日)・図書整理日
(原則として毎月最終木曜日。
祝休日と重なった場合は前
日)・特別図書整理期間・12月
29日～1月3日は利用不可）

9:30～19:00（火～金）、
9:30～17:00（土・日・祝
休日）

有 047-460-1311

1781 西図書館 1階総合カウンター 船橋市 西船1-20-50

火～日（月(祝休日と重なった
場合は次の平日)・図書整理日
(原則として毎月最終木曜日。
祝休日と重なった場合は前
日)・特別図書整理期間・12月
29日～1月3日は利用不可）

9:30～19:00（火～金）、
9:30～17:00（土・日・祝
休日）

有 047-431-4385

1782 宮本公民館 事務室窓口 船橋市 宮本6-18-1

月～土（原則毎月の最終月曜
日（最終月曜日が28日にあた
る場合は、21日を休館日とす
る）・祝休日（祝日が日と重
なる場合は、日は開館し、翌
日の月曜日は休館とする）・
12月29日～1月3日は利用不
可）

9:00～21:30 有 047-424-9840



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号

1783 習志野台公民館 公民館事務室倉庫 船橋市 習志野台5-1-1

月～土（原則毎月の最終月曜
日（最終月曜日が28日にあた
る場合は、21日を休館日とす
る）・祝休日（祝日が日と重
なる場合は、日は開館し、翌
日の月曜日は休館とする）・
12月29日～1月3日は利用不
可）

9:00～21:30 有 047-463-2231

1784 松が丘公民館 公民館事務室内カウンター 船橋市 松が丘4-32-2

月～土（原則毎月の最終月曜
日（最終月曜日が28日にあた
る場合は、21日を休館日とす
る）・祝休日（祝日が日と重
なる場合は、日は開館し、翌
日の月曜日は休館とする）・
12月29日～1月3日は利用不
可）

9:00～21:30 有 047-468-3750

1785 飯山満公民館 1階公民館事務室 船橋市 飯山満町1-950-3

月～土（原則毎月の最終月曜
日（最終月曜日が28日にあた
る場合は、21日を休館日とす
る）・祝休日（祝日が日と重
なる場合は、日は開館し、翌
日の月曜日は休館とする）・
12月29日～1月3日は利用不
可）

9:00～21:30 有 047-424-4311

1786 薬円台公民館 公民館事務室カウンター 船橋市 薬円台5-18-1

月～土（原則毎月の最終月曜
日（最終月曜日が28日にあた
る場合は、21日を休館日とす
る）・祝休日（祝日が日と重
なる場合は、日は開館し、翌
日の月曜日は休館とする）・
12月29日～1月3日は利用不
可）

9:00～21:30 有 047-469-4535

1787 塚田公民館 公民館事務室受付横 船橋市 前貝塚町601-1

月～土（原則毎月の最終月曜
日（最終月曜日が28日にあた
る場合は、21日を休館日とす
る）・祝休日（祝日が日と重
なる場合は、日は開館し、翌
日の月曜日は休館とする）・
12月29日～1月3日は利用不
可）

9:00～21:30 有 047-438-2610

1788 夏見公民館 公民館事務室内 受付窓口左手下 船橋市 夏見2-29-1

月～土（原則毎月の最終月曜
日（最終月曜日が28日にあた
る場合は、21日を休館日とす
る）・祝休日（祝日が日と重
なる場合は、日は開館し、翌
日の月曜日は休館とする）・
12月29日～1月3日は利用不
可）

9:00～21:30 有 047-423-5119



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号

1789 浜町公民館 事務室受付カウンター 船橋市 浜町2-1-15

月～土（原則毎月の最終月曜
日（最終月曜日が28日にあた
る場合は、21日を休館日とす
る）・祝休日（祝日が日と重
なる場合は、日は開館し、翌
日の月曜日は休館とする）・
12月29日～1月3日は利用不
可）

9:00～21:30 有 047-434-1405

1790 新高根公民館 事務所内窓側書類棚の上 船橋市 新高根1-12-9

月～土（原則毎月の最終月曜
日（最終月曜日が28日にあた
る場合は、21日を休館日とす
る）・祝休日（祝日が日と重
なる場合は、日は開館し、翌
日の月曜日は休館とする）・
12月29日～1月3日は利用不
可）

9:00～21:30 有 047-469-4944

1791 小室公民館
小室公民館 2階事務室内受付窓口カウン
ター

船橋市 小室町3308

月～土（原則毎月の最終月曜
日（最終月曜日が28日にあた
る場合は、21日を休館日とす
る）・祝休日（祝日が日と重
なる場合は、日は開館し、翌
日の月曜日は休館とする）・
12月29日～1月3日は利用不
可）

9:00～21:30 有 047-457-5144

1792 高根台公民館 2階公民館事務室の受付側保管ボックス内 船橋市 高根台1-2-5

月～土（原則毎月の最終月曜
日（最終月曜日が28日にあた
る場合は、21日を休館日とす
る）・祝休日（祝日が日と重
なる場合は、日は開館し、翌
日の月曜日は休館とする）・
12月29日～1月3日は利用不
可）

9:00～21:30 有 047-461-7061

1793 法典公民館 公民館事務室カウンター 船橋市 藤原7-33-7

月～土（原則毎月の最終月曜
日（最終月曜日が28日にあた
る場合は、21日を休館日とす
る）・祝休日（祝日が日と重
なる場合は、日は開館し、翌
日の月曜日は休館とする）・
12月29日～1月3日は利用不
可）

9:00～21:30 有 047-438-3203

1794 東部公民館 事務室の行事予定表黒板下の書庫の上 船橋市 前原西2-21-21

月～土（原則毎月の最終月曜
日（最終月曜日が28日にあた
る場合は、21日を休館日とす
る）・祝休日（祝日が日と重
なる場合は、日は開館し、翌
日の月曜日は休館とする）・
12月29日～1月3日は利用不
可）

9:00～21:30 有 047-477-7171



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号

1795 丸山公民館 事務室 船橋市 丸山5-19-6

月～土（原則毎月の最終月曜
日（最終月曜日が28日にあた
る場合は、21日を休館日とす
る）・祝休日（祝日が日と重
なる場合は、日は開館し、翌
日の月曜日は休館とする）・
12月29日～1月3日は利用不
可）

9:00～21:30 有 047-439-0118

1796 二和公民館 公民館事務室内 船橋市 二和東5-26-1

月～土（原則毎月の最終月曜
日（最終月曜日が28日にあた
る場合は、21日を休館日とす
る）・祝休日（祝日が日と重
なる場合は、日は開館し、翌
日の月曜日は休館とする）・
12月29日～1月3日は利用不
可）

9:00～21:30 有 047-447-3200

1797 西部公民館 事務室耐火書庫上 船橋市 本中山1-6-6

月～土（原則毎月の最終月曜
日（最終月曜日が28日にあた
る場合は、21日を休館日とす
る）・祝休日（祝日が日と重
なる場合は、日は開館し、翌
日の月曜日は休館とする）・
12月29日～1月3日は利用不
可）

9:00～21:30 有 047-333-5415

1798 青少年センター 3階事務室 船橋市 本町1-23-7
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

9:00～17:00 有 047-431-2315

1799 ふなばし市民大学校 事務室 船橋市 市場2-6-1
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

9:00～17:00 有 047-460-6311

1800 飛ノ台史跡公園博物館 施設1階受付 船橋市 海神4-27-2

火～日（月・祝休日（月曜日
が祝休日や振替休日の場合
は、月・火曜日が連続休館日
になります。）は利用不可）

9:00～17:00 有 047-495-1325

1801 三山市民センター 受付カウンターの端 船橋市 三山8-19-1
毎日利用可能（毎月第2土曜
日・12月29日～1月3日は利用
不可）

9:00～21:30 有 047-473-3100

1802 男女共同参画センター
センター受付カウンター前の新着書棚の
横

船橋市 宮本2-1-4
月～土（日・祝休日、12月29
日～1月3日は利用不可）

9:00～22:00 有 047-423-0757

1803 北部清掃工場 管理棟2階事務所内 船橋市 大神保町1356
月～土（日・12月31日～1月3
日は利用不可）

9:00～11:00、13:00～
16:00

有 047-457-5341

1804 南部清掃工場
工場棟2階中央制御室（入口入ってすぐ右
側）

船橋市 潮見町38
月～土（日・12月31日～1月3
日は利用不可）

9:00～11:30、13:00～
16:00

有 047-437-5300

1805 さざんか特殊歯科診療所 診療室窓側 船橋市 三咲7-24-1
月・水～日（火・ゴールデン
ウィーク・お盆・年末年始は
利用不可）

9:00～15:00 有 047-449-7557

1806 船橋北口駐車場 駐車場監視センター 船橋市 本町7-2-1 毎日利用可能 7:00～23:00 有 047-426-6611

1807 船橋市保健福祉センター
1階 夜間休日急病診療所前エレベータ
ホール

船橋市 北本町1-16-55
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

7:45～1915 有 047-409-3668

1808 船橋市保健福祉センター 中央監視室 船橋市 北本町1-16-55
月～金（土日・祝休日・12月
29日～1月3日は利用不可）

7:45～1915 有 047-409-3668



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号

1809 八栄放課後ルーム 事務室内 船橋市 夏見5-27-1
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までは利用不可）

下校時～19:00（授業があ
る月～金曜日）、8:00～
19:00（学校が休みの日
（休所日に規定された日を
除く））

有 047-421-1167

1810 行田運動広場（防災備蓄センター） 防災備蓄センター管理人室内 船橋市 行田2-8-10
毎日利用可能（12月29日～1
月3日までは利用不可）

8:30～16:30※5月～8月は
18:30まで

有

047-436-2910 （生涯ス
ポーツ課）、047-438-
4461（運動公園体育施設管
理事務所）

1811 高瀬下水処理場上部運動広場 事務所内 船橋市 高瀬町56-1
毎日利用可能（12月29日～1
月3日までは利用不可）

9:00～19:00 有 047-438-4461

1812 東庄県民の森 森林館 管理事務所内 香取郡東庄町 小南639 年中無休 9:00～16:30 無 0478-87-0393

1813 北総育成園 事務室 香取郡東庄町
香取郡東庄町笹川い字龍ｹ
谷5852-1

毎日利用可能 24時間 有 0478-86-3003

1814 一宮少年自然の家 保健室 長生郡一宮町 長生郡一宮町東浪見7493-2
火～日（月・祝休日の翌日・
年末年始は利用不可）

8:45～17:15 ※宿泊者がい
る場合は6:00～22:00

有 0475-42-5711

1815 船橋税務署 2階総務課 船橋市 東船橋5-7-7 月～金（祝日は利用不可） 8:30～17:00 有 047-422-6511

1816 瑞穂幼稚園 事務所入口（水槽隣り） 船橋市 習志野台4-42-20
月～金（土日・祝休日を除
く）

9:00～14:30 有 047-465-3300

1817 ミニストップ 船橋駿河台店 レジの裏 船橋市 駿河台1-2-2 毎日利用可能 24時間 有 047-460-1616
1818 セブンイレブン 船橋駿河台1丁目店 事務所内 船橋市 駿河台1-3000-1 毎日利用可能 24時間 有 047-422-1171
1819 ファミリーマート 船橋駿河台店 バックヤ-ド内事務机上の棚 船橋市 駿河台2-9-30 毎日利用可能 24時間 有 047-411-2330
1820 セブンイレブン 船橋宮本店 レジカウンター後ろの棚 船橋市 宮本2-2-1 毎日利用可能 24時間 有 047-422-2229
1821 ローソンストア100 船橋大神宮店 事務室入口横 船橋市 宮本2-3-7 毎日利用可能 24時間 有 047-460-1399
1822 セブンイレブン 船橋宮本3丁目店 バックヤード内 船橋市 宮本3-9-2 毎日利用可能 24時間 有 047-433-0711

1823 ローソン 船橋宮本店
店舗内クリーニングコーナー内（受付カ
ウンター横）

船橋市 宮本3-10-15 毎日利用可能 24時間 有 047-437-0185

1824 ニューヤマザキデイリーストア センタ－宮本店 バックヤード内事務机上の棚 船橋市 宮本8-38-13 毎日利用可能 24時間 有 047-424-1525
1825 セブンイレブン 船橋市場店 バックヤード内 船橋市 市場3-15-3 毎日利用可能 24時間 有 047-423-8018
1826 セブンイレブン 東船橋１丁目店 コーヒーメーカー横 船橋市 東船橋1-1-4 毎日利用可能 24時間 有 047-421-0065
1827 ローソン 東船橋二丁目店 店舗奥 船橋市 東船橋2-3-3 毎日利用可能 24時間 有 047-423-5011
1828 ローソンストア100 東船橋駅北口店 レジの前 船橋市 東船橋2-7-19 毎日利用可能 24時間 有 047-460-7799
1829 セブンイレブン 東船橋2丁目店 バックヤード内 船橋市 東船橋2-10-12 毎日利用可能 24時間 有 047-426-0137
1830 デイリーヤマザキ 東船橋駅北口店 レジカウンター下 船橋市 東船橋3-3000-3 毎日利用可能 24時間 有 047-426-0362
1831 サークルＫサンクス 東船橋駅南店 レジカウンター奥 船橋市 東船橋4-31-1 毎日利用可能 24時間 有 047-460-6716
1832 ローソンストア100 東船橋駅前店 入り口ドア入って右側 船橋市 東船橋4-31-7 毎日利用可能 24時間 有 047-460-7199
1833 セブンイレブン 東船橋4丁目店 レジカウンターの後ろ 船橋市 東船橋4-6-5 毎日利用可能 24時間 有 047-421-5640
1834 サークルＫサンクス 花輪インター店 バックヤード ロッカーの上 船橋市 東船橋5-15-25 毎日利用可能 24時間 有 047-426-2917
1835 セブンイレブン 船橋栄町店 バックヤード内 船橋市 栄町1-6-30 毎日利用可能 24時間 有 047-437-5206
1836 ローソン  船橋栄町店 クリーニングコーナー内 船橋市 栄町1-23-17 毎日利用可能 24時間 有 047-434-7721
1837 ファミリーマート 船橋高瀬町店 タバコ棚の横 船橋市 高瀬町32-1 毎日利用可能 24時間 有 047-420-8011
1838 ローソン 高瀬町店 コピー機横 船橋市 高瀬町39-3 毎日利用可能 24時間 有 047-437-8808
1839 デイリーヤマザキ 船橋高瀬町店 バックヤ-ド入って右の棚 船橋市 高瀬町62-2 毎日利用可能 24時間 有 047-435-8528
1840 セブンイレブン 船橋若松1丁目店 レジカウンター裏倉庫 船橋市 若松1-2-6 毎日利用可能 24時間 有 047-432-7770
1841 サークルＫサンクス 千葉船橋日の出店 レジ裏 船橋市 日の出2-1-7 毎日利用可能 24時間 有 047-495-1616
1842 ローソン  船橋浜町二丁目店 トイレの前 船橋市 浜町2-3-31-101 毎日利用可能 24時間 有 047-410-0255
1843 サークルＫサンクス 船橋湊町店 バックヤード 船橋市 湊町1-1-1 毎日利用可能 24時間 有 047-432-8777
1844 セブンイレブン 船橋湊町店 レジカウンター奥 船橋市 湊町1-21-17 毎日利用可能 24時間 有 047-433-7912
1845 セブンイレブン 船橋市役所前店 レジカウンター奥 船橋市 湊町2-5-1 毎日利用可能 24時間 有 047-433-1787
1846 ファミリーマート 船橋湊町店 レジ裏 船橋市 湊町3-4-17 毎日利用可能 24時間 有 047-420-7206
1847 ローソン  船橋埠頭店 店内入り口右手 船橋市 湊町3-19-12 毎日利用可能 24時間 有 047-420-3132



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
1848 セブンイレブン 船橋潮見町店 レンジ上 船橋市 潮見町19-2 毎日利用可能 24時間 有 047-431-3028
1849 デイリーヤマザキ 船橋潮見町店 バックヤード内長机上 船橋市 潮見町18-7 毎日利用可能 24時間 有 047-410-2181
1850 ファミリーマート ネクスト船橋店 入口入って左のレジカウンター横 船橋市 本町1-5-1 毎日利用可能 24時間 有 047-410-0180
1851 セブンイレブン 船橋本町1丁目店 バックヤード内 船橋市 本町1-9-9 毎日利用可能 24時間 有 047-435-3558
1852 ファミリーマート 船橋本町一丁目店 事務所内 船橋市 本町1-13-10 毎日利用可能 24時間 有 047-410-0515
1853 サークルＫサンクス 京成船橋店 レジ内 船橋市 本町1-24-1 毎日利用可能 24時間 有 047-433-1788
1854 ファミリーマート 船橋本町四丁目店 バックヤード 棚の上 船橋市 本町4-37-13 毎日利用可能 24時間 有 047-423-6533
1855 ファミリーマート 京成船橋駅前店 プリン等販売ケースの上 船橋市 本町4-45-23 毎日利用可能 24時間 有 047-460-5741
1856 ファミリーマート 船橋駅東店 バックヤード 船橋市 本町5-1-4 毎日利用可能 24時間 有 047-424-4321
1857 サークルＫサンクス JR船橋駅東店 バックヤード 棚の上 船橋市 本町5-1-15 毎日利用可能 24時間 有 047-460-5037
1858 サークルＫサンクス 船橋駅北口店 レジ裏 船橋市 本町6-1-3 毎日利用可能 24時間 有 047-424-1697
1859 ローソンストア100 船橋本町六丁目店 店舗入口横 船橋市 本町6-18-5 毎日利用可能 24時間 有 047-460-3699
1860 ファミリーマート 船橋駅本町七丁目店 タバコ置場横 船橋市 本町7-10-4 毎日利用可能 24時間 有 047-460-4003
1861 セブンイレブン 船橋本町7丁目店 レジカウンター後ろの棚 船橋市 本町7-12-13 毎日利用可能 24時間 有 047-421-1755
1862 ファミリーマート 東海神駅前店 本棚横の柱の壁掛ボックス内 船橋市 本町7-23-13 毎日利用可能 24時間 有 047-411-3770
1863 セブンイレブン 船橋海神1丁目店 レジカウンター後ろの棚 船橋市 海神1-8-7 毎日利用可能 24時間 有 047-433-9560
1864 ミニストップ 海神3丁目店 事務所内 船橋市 海神3-24-21ﾌﾚｱｻﾎﾟｰﾄ1F 毎日利用可能 24時間 有 047-435-1575
1865 セブンイレブン  船橋海神5丁目店 レジカウンター内 船橋市 海神5-26-30 毎日利用可能 24時間 有 047-434-2811
1866 セブンイレブン 船橋京成海神店 事務所内 船橋市 海神6-5-12 毎日利用可能 24時間 有 047-433-9566
1867 セブンイレブン 船橋海神町南店 レジカウンターの裏 船橋市 海神町南1-1544-13 毎日利用可能 24時間 有 047-435-1175
1868 ローソン 船橋インター店 出入口の右（店内から見て） 船橋市 海神町南1-1559 毎日利用可能 24時間 有 047-435-2441
1869 サークルＫサンクス 船橋南本町店 バックヤード 机の上 船橋市 南本町10-13 毎日利用可能 24時間 有 047-495-2121
1870 デイリーヤマザキ 船橋印内2丁目店 レジカウンター後ろ贈答品置場 船橋市 印内2-5-32 毎日利用可能 24時間 有 047-431-8708
1871 ファミリーマート 船橋印内三丁目店 レジカウンター後ろの棚 船橋市 印内3-3-25 毎日利用可能 24時間 有 047-495-2565
1872 デイリーヤマザキ 西船橋駅南口店 バックヤード 船橋市 印内町593-1 毎日利用可能 24時間 有 047-431-3851
1873 セブンイレブン 船橋印内町店 レジカウンター後ろ電子レンジ上 船橋市 印内町638-1 毎日利用可能 24時間 有 047-437-7599
1874 サークルＫサンクス 船橋印内町店 バックヤード 船橋市 印内町674-7 毎日利用可能 24時間 有 047-433-5750
1875 ローソン 船橋葛飾町二丁目店 出入口入って左 船橋市 葛飾町2-341-1 毎日利用可能 24時間 有 047-434-6850
1876 セブンイレブン 船橋葛飾2丁目店 レジカウンター後ろの棚 船橋市 葛飾町2-384 毎日利用可能 24時間 有 047-434-2372
1877 ミニストップ 船橋山野町店 レジカウンター後ろ 船橋市 山野町40-3 毎日利用可能 24時間 有 047-435-8433
1878 セブンイレブン 船橋山野町店 電子レンジ上 船橋市 山野町143-1 毎日利用可能 24時間 有 047-435-7747
1879 ローソン 船橋西船二丁目店 飲料陳列棚の横（バックヤード側） 船橋市 西船2-28-13 毎日利用可能 24時間 有 047-433-4330
1880 サークルＫサンクス 千葉京成西船店 バックヤード 船橋市 西船4-17-8 毎日利用可能 24時間 有 047-495-2212
1881 ローソンストア100 中山競馬場通り店 入口入って左 船橋市 西船6-8-35 毎日利用可能 24時間 有 047-302-7299
1882 ローソン 船橋西船六丁目店 トイレ入口前 船橋市 西船6-10-3 毎日利用可能 24時間 有 047-302-2010
1883 ローソン 船橋本郷町店 コピー機横 船橋市 本郷町639-1 毎日利用可能 24時間 有 047-332-2225
1884 セブンイレブン 船橋本郷町店 バックヤード内 船橋市 本郷町473-1 毎日利用可能 24時間 有 047-302-0121
1885 セブンイレブン 船橋古作3丁目店 バックヤード 船橋市 古作3-1-53 毎日利用可能 24時間 有 047-335-1725
1886 セブンイレブン 船橋本中山2丁目店 バックヤード 船橋市 本中山2-17-3 毎日利用可能 24時間 有 047-335-4711
1887 サークルＫサンクス 下総中山駅北口店 バックヤード 船橋市 本中山2-19-1 毎日利用可能 24時間 有 047-334-5920
1888 ファミリーマート 下総中山駅南口店 バックヤード 船橋市 本中山3-14-20 毎日利用可能 24時間 有 047-302-7661
1889 セブンイレブン 船橋本中山3丁目店 バックヤード 船橋市 本中山3-24-17 毎日利用可能 24時間 有 047-334-6449
1890 セブンイレブン 船橋本中山4丁目店 レジカウンター後ろ 船橋市 本中山4-23-11 毎日利用可能 24時間 有 047-333-1037
1891 ローソン 本中山店 ATM横 船橋市 本中山4-3-5 毎日利用可能 24時間 有 047-711-2885
1892 セブンイレブン 船橋本中山6丁目店 レジカウンター横 船橋市 本中山6-10-1 毎日利用可能 24時間 有 047-302-0311
1893 ファミリーマート 原木中山駅北店 レジカウンター後ろ 船橋市 本中山7-10-10 毎日利用可能 24時間 有 047-302-9221
1894 ファミリーマート 原木中山駅前店 電子レンジ上 船橋市 本中山7-22 毎日利用可能 24時間 有 047-332-7070
1895 ローソンスリーエフ 船橋旭町店 レジ後ろ タバコ下の棚 船橋市 旭町4-7-1 毎日利用可能 24時間 有 047-429-4431
1896 ミニストップ 船橋行田店 事務所内 船橋市 行田3-2-21 毎日利用可能 24時間 有 047-439-1315
1897 セブンイレブン 船橋行田町北店 レジカウンター後方 船橋市 行田町50-19 毎日利用可能 24時間 有 047-430-3300
1898 セブンイレブン 船橋山手店 バックヤード内 船橋市 山手1-1-3 毎日利用可能 24時間 有 047-436-5200



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
1899 ミニストップ 新船橋駅店 事務所内 机の下 船橋市 山手1-3-2 毎日利用可能 24時間 有 047-434-1080
1900 セブンイレブン 船橋塚田駅前店 レジ後ろ棚の上 船橋市 前貝塚町565-1 毎日利用可能 24時間 有 047-430-1801
1901 ミニストップ 塚田駅前店 事務所内 船橋市 前貝塚町565-11 毎日利用可能 24時間 有 047-430-3139
1902 セブンイレブン 船橋北本町2丁目店 レジ後ろ棚 タバコ横 船橋市 北本町2-66-21 毎日利用可能 24時間 有 047-424-5707
1903 セブンイレブン 船橋丸山2丁目店 バックヤード内棚の上 船橋市 丸山2-43-10 毎日利用可能 24時間 有 047-438-5544
1904 ファミリーマート ルーキー丸山四丁目店 レジカウンター脇 船橋市 丸山4-26 毎日利用可能 24時間 有 047-438-1704
1905 ローソン 船橋上山町二丁目店 トイレ前 船橋市 上山町2-411-3 毎日利用可能 24時間 有 047-439-6382
1906 デイリーヤマザキ 船橋法典駅前店 店舗出入口横 船橋市 藤原1-1 毎日利用可能 24時間 有 047-303-0662
1907 ファミリーマート 船橋法典駅前店 バックヤード 棚の上 船橋市 藤原2-1-1 毎日利用可能 24時間 有 047-303-7010
1908 セブンイレブン 船橋藤原3丁目店 バックヤード 船橋市 藤原3-23-36 毎日利用可能 24時間 有 047-430-8655
1909 ファミリーマート 船橋藤原四丁目店 レジカウンター後ろ 船橋市 藤原4-4-1 毎日利用可能 24時間 有 047-490-8161
1910 ファミリーマート 船橋藤原店 レジカウンター後ろ 船橋市 藤原5-1-5 毎日利用可能 24時間 有 047-406-8061
1911 ローソン 船橋藤原店 入り口右ＡＴＭ横 船橋市 藤原6-28-7 毎日利用可能 24時間 有 047-430-0300
1912 ローソン 船橋前原西店 入口入って右 生花横 船橋市 前原西1-15-19 毎日利用可能 24時間 有 047-403-8461
1913 ミニストップ 津田沼駅北口店 レジ下 船橋市 前原西2-15-23 毎日利用可能 24時間 有 047-470-0177
1914 ファミマ 津田沼パルコ店 バックヤード 船橋市 前原西2-18-1 毎日利用可能 24時間 有 047-470-4781
1915 セブンイレブン 船橋前原西2丁目店 2階バックヤード内 船橋市 前原西2-21-10 毎日利用可能 24時間 有 047-403-0700
1916 ローソン 津田沼東店 トイレ前 船橋市 前原西2-22-15 毎日利用可能 24時間 有 047-474-9738
1917 ローソン 津田沼北店 入り口左突き当たり 船橋市 前原西2-30-5 毎日利用可能 24時間 有 047-474-9737
1918 セブンイレブン 船橋前原西店 バックヤード内 船橋市 前原西2-34-20 毎日利用可能 24時間 有 047-474-6766
1919 ミニストップ 前原西４丁目店 事務所内 船橋市 前原西4-18-18 毎日利用可能 24時間 有 047-493-0020
1920 セブンイレブン 船橋前原西6丁目店 レジ裏バックヤード内 船橋市 前原西6-1-22 毎日利用可能 24時間 有 047-472-2915
1921 ミニストップ前原西６丁目店 レジカウンター横ポット後ろ 船橋市 前原西6-4-29 毎日利用可能 24時間 有 047-473-4141
1922 ミニストップ 前原東3丁目店 事務所内 船橋市 前原東3-10-9 毎日利用可能 24時間 有 047-470-2531
1923 ミニストップ 船橋滝台店 レジの裏 船橋市 滝台2-6-26 毎日利用可能 24時間 有 047-467-1002
1924 ローソン 船橋二宮店 入り口右 船橋市 二宮1-53-3 毎日利用可能 24時間 有 047-464-4777
1925 ファミリーマート 船橋飯山満町店 バックヤード 壁 船橋市 飯山満町1-1335-7 毎日利用可能 24時間 有 047-460-1531
1926 サークルＫサンクス 船橋はさま店 事務所内 船橋市 飯山満町2-685-1 毎日利用可能 24時間 有 047-496-5088
1927 ローソン 船橋薬円台一丁目店 トイレ前 船橋市 薬円台1-6-5 毎日利用可能 24時間 有 047-466-3974
1928 サークルＫサンクス 船橋薬円台2丁目店 事務所内 船橋市 薬円台2-23-7 毎日利用可能 24時間 有 047-496-0118

1929 デイリーヤマザキ 薬園台駅前店 駅側入口から入って左にある棚の上 船橋市
薬円台6-401薬園台駅ﾋﾞﾙ1
階C区画

毎日利用可能 24時間 有 047-468-7701

1930 セブンイレブン 船橋薬円台駅前店 レジカウンタ下 船橋市 薬円台6-2-3 毎日利用可能 24時間 有 047-461-3744
1931 ローソン 船橋薬円台六丁目店 従業員出入口前 船橋市 薬円台6-6-30 毎日利用可能 24時間 有 047-490-4139
1932 セブンイレブン 三山店 レジカウンター下 船橋市 三山4-12-6 毎日利用可能 24時間 有 047-479-0226
1933 ファミリーマート 船橋三山七丁目店 事務所内 船橋市 三山7-8-6 毎日利用可能 24時間 有 047-455-7151
1934 ローソン 三山店 トイレ前 船橋市 三山8-47 毎日利用可能 24時間 有 047-479-0110
1935 セブンイレブン 船橋習志野1丁目店 レジカウンター横 船橋市 習志野1-8-11 毎日利用可能 24時間 有 047-466-8811
1936 ファミリーマート 船橋実籾街道店 レジ裏 船橋市 習志野2-12-13 毎日利用可能 24時間 有 047-496-5651
1937 デイリーヤマザキ 習志野4丁目店 レジカウンター下 船橋市 習志野4-16-14 毎日利用可能 24時間 有 047-467-0221
1938 ファミリーマート 船橋三山八丁目店 レジ裏の棚の上 船橋市 三山8-25-15 毎日利用可能 24時間 有 047-470-5301
1939 セブンイレブン 船橋北習志野駅前店 レジ裏の棚の上 船橋市 習志野台2-1-6 毎日利用可能 24時間 有 047-402-0080
1940 セブンイレブン 習志野台店 レジ後ろの棚の上 船橋市 習志野台2-73-16 毎日利用可能 24時間 有 047-464-1202
1941 ローソンストア100 習志野台店 入り口入って左側 船橋市 習志野台2-73-7 毎日利用可能 24時間 有 047-456-6599
1942 ローソン 北習志野駅前店 入り口右奥 ケースの中 船橋市 習志野台3-18-1 毎日利用可能 24時間 有 047-490-3336
1943 ファミリーマート 船橋習志野台四丁目店 レジカウンター後ろ 棚の上 船橋市 習志野台4-14-1 毎日利用可能 24時間 有 047-456-5280
1944 ローソンスリーエフ 船橋習志野台店 バックカウンタ―上 船橋市 習志野台4-2-14 毎日利用可能 24時間 有 047-467-0272
1945 ファミリーマート 寺島習志野台店 レジ内 カウンター後ろ棚の上 船橋市 習志野台4-81-20 毎日利用可能 24時間 有 047-466-2302
1946 サークルＫサンクス 船橋習志野台店 事務所内棚の上 船橋市 習志野台5-2-6 毎日利用可能 24時間 有 047-496-8070
1947 ファミリーマート 船橋習志野台店 レジ内の棚の上 船橋市 習志野台7-1593-2 毎日利用可能 24時間 有 047-456-5150
1948 セブンイレブン 習志野台8丁目店 レジカウンタ下 船橋市 習志野台8-11-17 毎日利用可能 24時間 有 047-469-7158



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
1949 ファミリーマート 北習志野駅西口店 事務所内 船橋市 西習志野3-27-5 毎日利用可能 24時間 有 047-496-1240
1950 セブンイレブン 船橋北習志野駅西口店 事務所内 船橋市 西習志野3-28-3 毎日利用可能 24時間 有 047-465-7710
1951 ローソンスリーエフ 船橋二和西店 事務所内 船橋市 二和西2-11-15 毎日利用可能 24時間 有 047-449-8206
1952 ミニストップ 船橋二和西店 事務所内（控室) 船橋市 二和西3-18-15 毎日利用可能 24時間 有 047-440-1715
1953 セブンイレブン 船橋二和東店 店舗右奥のバックヤード内 船橋市 二和東2-5-5 毎日利用可能 24時間 有 047-448-5577
1954 サークルＫサンクス 二和向台駅前店 バックヤード 棚の上 船橋市 二和東5-25-36 毎日利用可能 24時間 有 047-440-1780
1955 セブンイレブン 船橋二和東6丁目店 レジ後ろのカウンター 船橋市 二和東6-2-5 毎日利用可能 24時間 有 047-440-0711
1956 ローソンストア100 二和向台駅前店 入り口入って左窓際 船橋市 二和東6-16-16 毎日利用可能 24時間 有 047-440-5199
1957 セブンイレブン 船橋二和向台駅前店 レジ（入口側）後ろの棚の引き出しの中 船橋市 二和東6-16-23 毎日利用可能 24時間 有 047-448-0670
1958 ファミリーマート 船橋三咲二丁目店 レジカウンターの後ろの棚 船橋市 三咲2-2-15 毎日利用可能 24時間 有 047-440-7050
1959 ローソン 船橋三咲四丁目店 右奥、倉庫入り口 船橋市 三咲4-12-33 毎日利用可能 24時間 有 047-494-9996
1960 ミニストップ 船橋三咲町店 レジの下 船橋市 三咲町132-16 毎日利用可能 24時間 有 047-449-0554
1961 セブンイレブン 船橋滝不動駅前店 店舗入口側レジの下の棚 船橋市 南三咲3-24-1 毎日利用可能 24時間 有 047-448-8830
1962 セブンイレブン 船橋咲が丘1丁目店 レジカウンター後ろの棚 船橋市 咲が丘1-1-6 毎日利用可能 24時間 有 047-447-5781
1963 サークルＫサンクス 船橋咲が丘店 事務所内棚の上 船橋市 咲が丘1-25-15 毎日利用可能 24時間 有 047-407-8075
1964 ローソンスリーエフ 船橋咲が丘店 レジカウンター後ろ 船橋市 咲が丘4-24-12 毎日利用可能 24時間 有 047-448-6005
1965 ファミリーマート 船橋大穴町店 バックヤード 棚の上 船橋市 大穴町636-12 毎日利用可能 24時間 有 047-456-5131
1966 ローソン 船橋大穴北店 レジ横のボックス内 船橋市 大穴北3-56-10 毎日利用可能 24時間 有 047-457-5701
1967 サークルＫサンクス 船橋小室町店 事務所内机の上 船橋市 小室町3109-2 毎日利用可能 24時間 有 047-490-6031
1968 サークルＫサンクス 小室駅前店 本棚隣の棚 船橋市 小室町3321 毎日利用可能 24時間 有 047-457-9993
1969 ファミリーマート 船橋小野田町店 レジカウンター 船橋市 小野田町1516-4 毎日利用可能 24時間 有 047-407-6071
1970 セブンイレブン 船橋アンデルセン公園前店 レジ裏バックヤードの棚の上 船橋市 神保町13-5 毎日利用可能 24時間 有 047-457-9455
1971 ローソン 船橋大神保町店 トイレ前 船橋市 大神保町1351-3 毎日利用可能 24時間 有 047-456-2476
1972 ミニストップ 船橋豊富店 飲食スペースカウンター上 船橋市 豊富町658-1 毎日利用可能 24時間 有 047-410-8255
1973 ローソン 船橋豊富町店 入り口横 船橋市 豊富町1470-1 毎日利用可能 24時間 有 047-457-9797
1974 ファミリーマート 船橋古和釜店 レジカウンター下 船橋市 古和釜町605-2 毎日利用可能 24時間 有 047-490-2580
1975 デイリーヤマザキ 船橋日大前店 レジ後ろ 船橋市 坪井東1-1-1 毎日利用可能 24時間 有 047-402-0031
1976 ファミリーマート 船橋坪井町店 レジ後ろ 船橋市 坪井東2-15-11 毎日利用可能 24時間 有 047-496-2270
1977 セブンイレブン 船橋坪井町店 レジ後ろのカウンタータバコ置場の上 船橋市 坪井東3-13-18 毎日利用可能 24時間 有 047-456-7182
1978 セブンイレブン 船橋坪井東4丁目店 バックヤード 船橋市 坪井東4-2-6 毎日利用可能 24時間 有 047-456-2230
1979 サークルＫサンクス 船橋夏見一丁目店 バックヤード 船橋市 夏見1-11-33 毎日利用可能 24時間 有 047-411-3910
1980 セブンイレブン 船橋夏見1丁目店 店舗左奥のバックヤード内 船橋市 夏見1-13-25 毎日利用可能 24時間 有 047-422-5566
1981 ローソン 船橋夏見三丁目店 コピー機横 船橋市 夏見3-21-18 毎日利用可能 24時間 有 047-409-3535
1982 ファミリーマート 船橋夏見台店 入口右ATM向かい 船橋市 夏見台1-13-12 毎日利用可能 24時間 有 047-406-6020
1983 セブンイレブン 船橋夏見台店 レジ後ろ側の棚（贈答品の棚） 船橋市 夏見台1-18-3 毎日利用可能 24時間 有 047-439-1300
1984 ミニストップ 船橋夏見台店 レジ後方戸棚 船橋市 夏見台4-8-20 毎日利用可能 24時間 有 047-430-6226
1985 セブンイレブン 船橋夏見町2丁目店 バックヤード内 船橋市 夏見町2-570 毎日利用可能 24時間 有 047-430-7887
1986 セブンイレブン 船橋米ケ崎店 店舗入口左側の休憩スペース 船橋市 米ｹ崎町21 毎日利用可能 24時間 有 047-425-7176
1987 ローソン 船橋米ヶ崎町店 休憩所脇 船橋市 米ヶ崎町32-1 毎日利用可能 24時間 有 047-460-3139
1988 ミニストップ 船橋米ヶ崎店 レジ下 船橋市 米ｹ崎町406-1 毎日利用可能 24時間 有 047-426-0664
1989 ファミリーマート 船橋金杉店 レジ後方 船橋市 金杉3-1-4 毎日利用可能 24時間 有 047-429-6511
1990 ローソン 船橋金杉八丁目店 店内事務室脇 船橋市 金杉8-7-26 毎日利用可能 24時間 有 047-447-5600

1991 セブンイレブン UR金杉台団地店 レジ後方 船橋市
金杉台1-1-1 金杉台団地1-
5-101

毎日利用可能 6:00～23:00 有 047-448-0522

1992 デイリーヤマザキ 高根公団駅前店 バックヤ-ド入って右の棚 船橋市 高根台1-6-3 毎日利用可能 24時間 有 047-462-2115
1993 セブンイレブン 船橋高根台店 事務室 船橋市 高根台6-41 毎日利用可能 24時間 有 047-467-5272
1994 ローソン 船橋芝山店 店内従業員出入口脇 船橋市 芝山2-1-5 毎日利用可能 24時間 有 047-468-4139
1995 セブンイレブン 飯山満駅前店 バックヤード 船橋市 芝山3-12-5 毎日利用可能 24時間 有 047-465-2072
1996 ファミリーマート 船橋芝山四丁目店 レジカウンター後方 船橋市 芝山4-18-4 毎日利用可能 24時間 有 047-496-1220
1997 セブンイレブン 船橋新高根6丁目店 レジカウンター中 船橋市 新高根6-1-14 毎日利用可能 24時間 有 047-467-3900
1998 スパ＆スポーツ ユア－習志野 ２Fフロント 船橋市 習志野台1-19-10 9:00～19:30 047-467-0505



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
1999 特別養護老人ホーム ワールドナーシングホーム 事務室 船橋市 飯山満町2-681 24時間 047-467-6111
2000 ひばりサービス船橋センター ２F事務所入口 船橋市 湊町2-4-5 9:00～17:45 047-420-7740

2001 特別養護老人ホーム 第２ワールドナーシングホーム １F介護員室 船橋市 飯山満町2-518-1 8:30～17:30 047-461-9111

2002 日本ペイント防食コーティングス（株） 食堂 船橋市 西浦3-7-1 8:30～17:15 047-420-7227
2003 ヤマト運輸（株） 船橋主幹支店 １F受付 船橋市 浜町3-3-2 8:00～19:00 047-432-9790
2004 日本メサライト工業（株） １F事務室 船橋市 西浦3-9-2 9:00～17:20 047-431-8134
2005 日本メサライト工業（株） ２F中央操作室 船橋市 西浦3-9-2 9:00～17:20 047-431-8134
2006 介護老人保健施設 ロータスケアセンター １F受付 船橋市 藤原5-23-1 9:00～17:30 047-439-6011
2007 介護老人保健施設 ロータスケアセンター ３Fサービスステーション 船橋市 藤原5-23-1 9:00～17:30 047-439-6011
2008 千葉信用金庫 三山支店 窓口カウンター 船橋市 三山8-33-1 9:00～15:00 047-476-0711
2009 ABC株式会社 １F入口付近 船橋市 本郷町669-2 7:00～18:00 047-302-6223
2010 ストライカーズ 西船ボウル カウンター脇 船橋市 本郷町465 WSPﾋﾞﾙ4F 10:00～24:00 047-333-2211
2011 京葉銀行 船橋支店 船橋市 本町4-34-12 9:00～15:00 047-422-9191
2012 京葉銀行 船橋駅前店 １Fロビー 船橋市 本町7-6-1 9:00～15:00 047-422-5501
2013 京葉銀行 船橋ローンプラザ ３F営業所内 船橋市 本町6-7-1 10:00～17:00 047-425-1187
2014 京葉銀行 中山支店 １F風除室 船橋市 本中山4-25-10 9:00～15:00 047-335-6101
2015 京葉銀行 新船橋支店 １Fロビー 船橋市 山手1-3-7 9:00～15:00 047-423-7000
2016 京葉銀行 馬込沢支店 １Fロビー 船橋市 丸山5-31-1 9:00～15:00 047-430-2411
2017 京葉銀行 北習志野支店 １Fロビー 船橋市 習志野台2-49-20 9:00～15:00 047-466-5131
2018 京葉銀行 高根支店 １Fロビー 船橋市 習志野台1-1-3 9:00～15:00 043-462-1111
2019 京葉銀行 二和向台支店 １Fロビー 船橋市 二和東6-16-3 9:00～15:00 047-447-1171
2020 イオンモール船橋 インフォメーション 船橋市 山手1-1-8 7:00～23:00 047-420-7300
2021 イオンモール船橋 サービスカウンター 船橋市 山手1-1-8 7:00～23:00 047-420-7300
2022 イオンモール船橋 防災センター 船橋市 山手1-1-8 7:00～23:00 047-420-7300
2023 京葉ガス（株） 船橋市 市場5-16-18 9:00～17:00 047-426-7490
2024 フラミンゴ 藤原店 ホール内カウンター 船橋市 藤原6-28-11 8:00～22:45 047-429-3651
2025 ネグロス電工（株） 船橋商品センター 事務所３F入口 船橋市 潮見町17-3 8:30～17:30 047-435-1531
2026 はさま徳洲苑 正面玄関 船橋市 飯山満町2-685-3 24時間 047-401-5161
2027 はさま徳洲苑 ２F 船橋市 飯山満町2-685-3 24時間 047-401-5161
2028 はさま徳洲苑 ３F 船橋市 飯山満町2-685-3 24時間 047-401-5161
2029 グループホームうららか船橋 １F玄関 船橋市 金杉9-8-22 24時間 047-406-7710
2030 パルコ津田沼店 A館１Fインフォメーション 船橋市 前原西2-18-1 10:00～21:00 047-478-3688

2031 健伸幼稚園 職員室入口脇 船橋市 丸山5-12-7
月～金（土日・祝休日を除
く）

8:40～15:00 有 047-438-7019

2032 古和釜幼稚園 別館給湯室内 船橋市 松が丘4-32-1
月～金（土日・祝休日を除
く）

8:30～14:00 有 047-464-3030

2033 一般社団法人マルミの会 金杉の郷 １F玄関 船橋市 金杉2-8-1 5:00～23:00 047-460-9505
2034 東雪運輸（株） 船橋営業所 事務所内 船橋市 潮見町42-1 7:00～19:00 047-433-9420
2035 フロントンビル １Fエントランスホール 船橋市 葛飾町2-340 平日 8:00～18:00 047-432-4541
2036 日産化学工業（株） 物質科学研究所 本館２Fエレベーター前 船橋市 坪井西2-10-1 平日 9:00～18:00 047-465-1112
2037 多田機工（株） 工場内休憩所 船橋市 鈴身町750-2 平日 8:00～16:55 047-490-0050
2038 湯浅船橋ビル １F玄関ロビー 船橋市 湊町2-3-17 平日 8:00～18:00 047-437-6178
2039 ロイヤル株式会社 東京食品工場 １F事務所棟 船橋市 高瀬町19 平日 9:00～18:00 047-434-2766
2040 ロイヤル株式会社 東京食品第二工場 １F通路 船橋市 高瀬町15-10 平日 9:00～18:00 047-420-0690
2041 東京電力（株） 京葉支社 １F受付窓口 船橋市 湊町2-2-16 平日 9:00～18:00 047-769-2110

2042 榊原第二ビル １Fエレベーターホール 船橋市 前原西2-14-5
月、火、木、金、日（祝日を
除く）

8:00～18:00 047-478-2222

2043 トータルリハセンター高根台 １Fフロア 船橋市 高根台7-17-5 平日 9:00～18:00 047-469-1661
2044 パシオン二和向台店 カウンター 船橋市 二和西6-26-27 9:00～24:00 047-440-1651
2045 グループホーム アスカみずきⅠ １F通路内 船橋市 飯山満町1-206 8:30～17:30 047-460-6500



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
2046 グループホーム アスカみずきⅡ １F通路 船橋市 飯山満町1-206 8:30～17:30 047-460-6500
2047 放電精密加工研究所 成田営業所 １F事務所 船橋市 長山台1-8 月～金（祝日を除く） 0479-82-5720
2048 セブンイレブン 船橋日の出２丁目店 レジ後ろカウンター内 船橋市 日の出2-14-5 毎日利用可能 24時間 有 047-434-1108
2049 ローソン 船橋湊町一丁目店 イートインコーナー内 船橋市 湊町1-10-2 毎日利用可能 24時間 有 047-433-4139
2050 ファミリーマート 中山競馬場前店 タバコ棚上 船橋市 古作2-1-5 毎日利用可能 24時間 有 047-302-8858
2051 ファミリーマート 前原駅前店 電子レンジの上 船橋市 前原東4-18-1 毎日利用可能 24時間 有 047-403-1034
2052 セブンイレブン 船橋飯山満町2丁目店 入口入って左側正面台の上 船橋市 飯山満町2-621-10 毎日利用可能 24時間 有 047-463-0510
2053 ローソン 船橋飯山満町三丁目店 トイレ前 船橋市 飯山満町3-1513-5 毎日利用可能 24時間 有 047-456-4139
2054 セブンイレブン 船橋薬円台２丁目店 レジカウンター脇 船橋市 薬円台2-5-50 毎日利用可能 24時間 有 047-463-8500
2055 セブンイレブン 船橋習志野4丁目店 レジカウンター内 船橋市 習志野4-9-4-1 毎日利用可能 24時間 有 047-479-6488
2056 ローソン 船橋習志野台一丁目店 入り口右奥 ケースの中 船橋市 習志野台1-22-8 毎日利用可能 24時間 有 047-469-2019
2057 セブンイレブン 船橋薬円台公園前店 レジカウンター奥 キャビネット中 船橋市 習志野台4-72-20 毎日利用可能 24時間 有 047-464-1136
2058 ファミリーマート 船橋二和東店 レジカウンター下 船橋市 二和東4-6-1 毎日利用可能 24時間 有 047-490-5561
2059 ファミリーマート 船橋夏見店 ドリンク前（無料雑誌ラック下の棚） 船橋市 夏見4-4-25 毎日利用可能 24時間 有 047-460-7801

2060 ファミリーマート 高根公団駅前店 ATM横 壁掛け収納箱内 船橋市
高根台1-9ｱｰﾄﾋﾙ高根台21-
101

毎日利用可能 24時間 有 047-467-1211

2061 船橋ピコレール保育園 事務室内 船橋市 宮本2-6-26
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～20:00（月～土） 有 047-425-5057

2062 みどり保育園 玄関 船橋市 市場4-12-3
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～19:00（月～金）、
7:00～17:00（土）

有 047-424-4152

2063 若松幼稚園 入口左手 船橋市 若松2-3-3
月～金（土日・祝休日を除
く）

9:00～14:00 有 047-431-7751

2064 南船橋保育園 入口正面 船橋市 若松2-3-15
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～20:00（月～金）、
7:00～19:00（土）

有 047-401-5115

2065 ベル・ナーサリー・アスール 事務室 船橋市 海神3-30-1
月～金（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～19:00(月～金）、
8:30～14:30（土）

有 047-432-1717

2066 プレスクール・ベル 玄関 船橋市 海神4-23-16
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～19:00（月～金）、
8:30～14:30（土）

有 047-410-0311

2067 ひなぎく幼稚園 ラウンジ 船橋市 海神4-29-10
月～金（土日・祝休日を除
く）

9:00～14:00 有 047-431-3569

2068 海神幼稚園 職員室 船橋市 海神6-18-34
月～金（土日・祝休日を除
く）

9:00～15:00 有 047-431-5708

2069 リサ保育園 事務室 船橋市 海神南1-728
月～金（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～20:00(月～金）、
7:00～19:00（土）

有 047-404-5621

2070 海神南保育園 事務室 船橋市 海神南1-1627-2
月～金（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～19:00（月～金）、
7:00～16:00（土）

有 047-411-6543

2071 西船みどり保育園 事務室 船橋市 西船1-21-50
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～21:00（月～金）、
7:00～19:00（土）

有 047-435-4152

2072 山野幼稚園 事務室 船橋市 西船2-10-7
月～金（土日・祝休日を除
く）

9:00～14:30 有 047-431-2431

2073 西船幼稚園 職員室内 船橋市 西船2-32-25
月～金（土日・祝休日を除
く）

8:30～16:00 有 047-431-2932

2074 葛飾幼稚園 事務室 船橋市 西船4-16-4
月～金（土日・祝休日を除
く）

8:50～14:00 有 047-431-4463

2075 印内保育園 事務室 船橋市 印内2-2-31
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～19:00(月～金）、
7:00～16:00（土）

有 047-433ｰ8368

2076 みそら保育園 入口下駄箱上 船橋市 東中山2-1-20
月～金（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～20:00（月～金）、
7:00～17:00（土）

有 047-302-2505

2077 さくら保育園 事務室 船橋市 二子町474
月～金（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～20:00（月～金）、
7:00～20:00（土）

有 047-302-8301
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2078 船橋ひかり幼稚園 入口下駄箱上 船橋市 二子町498
月～金（土日・祝休日を除
く）

9:00～14:30 有 047-335-5998

2079 弥生保育園 2階棚の中 船橋市 本中山3-4-18
月～金（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～20:00（月～金）、
7:00～20:00（土）

有 047-332-7280

2080 中山あけぼの保育園 事務室 船橋市 本中山3-19-3
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

７:00～20:00（月～土） 有 047-334-9950

2081 なないろ保育園 室内 船橋市 行田1-39-5
月～金（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～19:00 有 047-407-1201

2082 ベル・ナーサリー 2階受付横 船橋市 行田1-49-1
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～19:00（月～金）、
8:30～14:30（土）

有 047-430-0086

2083 健伸行田幼稚園 玄関 船橋市 行田2-4-3
月～金（土日・祝休日を除
く）

9:00～14:00、午後3時 有 047-439-2125

2084 しらゆり保育園 階段下 船橋市 北本町2-47-7
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:15～19:15（月～金）、
7:15～16:00（土）

有 047-422-5051

2085 清和幼稚園 職員室 船橋市 前貝塚町645
月～金（土日・祝休日を除
く）

4～10月 8:30～14:10、11
～3月 8:30～13:50

有 047-439-1798

2086 丸山旭保育園 １階 廊下 船橋市 丸山5-33-25
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日を除く）

7:00～19:00（月～金）、
7:00～18:00（土）

有 047-438-3383

2087 ローゼンかみやま保育園 職員室 船橋市 上山町2-288-1
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～19:00（月～金）、
7:00～19:00（土）

有 047-406-6010

2088 コスモス幼稚園 職員室内 船橋市 上山町3-512
月～金（土日・祝休日を除
く）

8:30～14:00 有 047-438-2790

2089 日の丸幼稚園 事務室 船橋市 馬込西2-17-11
月～金（土日・祝休日を除
く）

8:30～14:00 有 047-438-4545

2090 こでまり保育園 廊下（給食室横） 船橋市 藤原2-2-22
月～金（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～19:00（月～金）、
7:00～18:00（土）

有 047-703-7700

2091 てまり保育園 職員室 船橋市 藤原5-4-39
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～19:00（月～金）、
7:00～18:00（土）

有 047-438-0073

2092 ロータス保育園 職員室 船橋市 藤原5-23-2
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～19:00 有 047-439-6663

2093 中台幼稚園 事務室内 船橋市 前原東4-16-11
月～金（土日・祝休日を除
く）

10:00～14:00 有 047-472-7381

2094 たちばな保育園 事務室 船橋市 前原西2-24-10
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～19:00 有 047-470-3745

2095 前原ひまわり保育園 事務室 船橋市 前原西4-18-19
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～20:00（月～金）、
7:00～18:00（土）

有 047-474-7788

2096 富士見第二幼稚園 事務室内 船橋市 前原西6-1-13
月～金（土日・祝休日を除
く）

8:30～17:00 有 047-474-0324

2097 前原保育園 遊戯室棚の上 船橋市 前原西8-23-5
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～19:00（月～金）、
7:00～15:00（土）

有 047-465-2429

2098 神明幼稚園 グラウンド教室 船橋市 飯山満町1-640
月～金（土日・祝休日を除
く）

9:00～14:00 有 047-422-3447

2099 なの花保育園 事務室 船橋市 飯山満町1-967-1
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～20:00（月～金）、
7:00～18:00（土）

有 047-405-9512

2100 認定こども園不二幼稚園 入口（下駄箱上） 船橋市 飯山満町2-666
月～金（土日・祝休日を除
く）

8:00～17:00 有 047-466-2925

2101 シーガル保育園 入口（下駄箱上） 船橋市 飯山満町2-1007-1
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～20:00（月～金）、
7:00～20:00（土）

有 047-404-7611

2102 はさま保育園 入口（下駄箱上） 船橋市 飯山満町3-1512-1
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～19:00（月～金）、
7:00～17:00（土）

有 047-467-1999
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2103 飯山満幼稚園 職員室 船橋市 飯山満町3-1716-2
月～金（土日・祝休日を除
く）

9:30～14:00 有 047-467-1929

2104 めぐみ保育園 0歳児室つぼみ 船橋市 薬円台4-6-1
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:30～19:00（月～金）、
7:30～15:00（土）

有 047-466-0566

2105 大浜幼稚園 ホール 船橋市 薬円台4-6-3
月～金（土日・祝休日を除
く）

9:00～14:30 有 047-466-5720

2106 すずらん幼稚園 事務室 船橋市 三山3-40-8
月～金（土日・祝休日を除
く）

9:00～14:00 有 047-472-8726

2107 三山つくし保育園 理事長室 船橋市 三山9-31-7
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～19:00（月～金）、
7:00～18:00（土）

有 047-473-4435

2108 船橋小鳩幼稚園 事務室 船橋市 三山5-34-3
月～金（土日・祝休日を除
く）

9:00～14:30 有 047-473-3734

2109 田喜野井旭こども園 2階教材室 船橋市 田喜野井4-30-12
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～20:00（月～金）、
7:00～19:00（土）

有 047-456-3180

2110 たきのい幼稚園 事務室 船橋市 田喜野井6-20-3
月～金（土日・祝休日を除
く）

9:00～14:00 有 047-463-1986

2111 アポロンの丘 事務室内 船橋市 習志野台2-59-22
月～金（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～19:00（月～金）、
7:00～19:00（土）

有 047-404-5427

2112 まこと保育園（分園） 事務室内 船橋市 習志野台2-73-9
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～19:00（月～金）、
7:00～18:00（土）

有 047-465-0230

2113 アンデルセン第二保育園 事務室内 船橋市 習志野台5-43-3
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～21:00（月～金）、
7:00～19:00（土）

有 047-468-4686

2114 船橋いづみ幼稚園 事務室内 船橋市 習志野台6-11-22
月～金（土日・祝休日を除
く）

9:00～14:00 有 047-466-5082

2115 アンデルセン保育園 廊下（ケースの中） 船橋市 習志野台7-8-21
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～19:00（月～金）、
7:00～14:30（土）

有 047-462-8111

2116 船橋あおぞら保育園（分園） 受付棚 船橋市 二和東6-16-10
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～20:00（月～金）、
7:00～17:30（土）

有 047-440-8977

2117 二和ひつじ幼稚園 廊下の左壁の木枠内 船橋市 二和東6-23-21
月～金（土日・祝休日を除
く）

8:30～14:15 有 047-447-2041

2118 三咲小鳩保育園 事務室内 船橋市 三咲3-6-2
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～19:00（月～金）、
7:00～18:00（土）

有 047-447-7612

2119 船橋あおぞら保育園 事務室内棚の中 船橋市 三咲3-12-55
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～20:00（月～金）、
7:00～17:30（土）

有 047-407-9870

2120 英進幼稚園 入口右手ケース内 船橋市 みやぎ台3-10-10
月～金（土日・祝休日を除
く）

8:30～15:30 有 047-448-7066

2121 八木ヶ谷幼稚園 子育て支援棟内職員室 船橋市 八木ヶ谷2-18-1
月～金（土日・祝休日を除
く）

8:50～14:15 有 047-447-6729

2122 ひばり保育園 職員室内 船橋市 松が丘1-33-4
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～19:00（月～金）、
7:00～16:00（土）

有 047-466-5915

2123 すずみ幼稚園 職員室内 船橋市 大穴南3-8-12
月～金（土日・祝休日を除
く）

9:00～14:20 有 047-464-7121

2124 まこと保育園 職員室内 船橋市 神保町275-34
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～19:00（月～金）、
7:00～18:00（土）

有 047-457-1685

2125 坪井幼稚園 正面玄関 船橋市 坪井町133-1
月～金（土日・祝休日を除
く）

9:00～14:00 有 047-456-1075

2126 木の実幼稚園 事務室 船橋市 坪井東4-7-1
月～金（土日・祝休日を除
く）

8:30～15:00 有 047-457-2055

2127 ナーサリー木の実 事務室 船橋市 坪井東4-7-60
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日を除く）

7:00～19:00（月～金）、
7:00～18:00（土）

有 047-497-8457



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号

2128 船橋ひまわり幼稚園 玄関入口 船橋市 夏見5-26-22
月～金（土日・祝休日を除
く）

9:00～14:00 有 047-422-7051

2129 シオン幼稚園 事務室 船橋市 夏見6-6-6
月～金（土日・祝休日を除
く）

9:00～14:00 有 047-422-5644

2130 夏見台保育園 職員室隣応接室 船橋市 夏見台2-16-1
月～金（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～19:30（月～金）、
9:00～17:00（土）

有 047-429-7231

2131 夏見台幼稚園 体育館 船橋市 夏見台2-16-1
月～金（土日・祝休日を除
く）

9:00～14:00 有 047-429-7231

2132 船橋旭こども園 2階絵本コーナー 船橋市 夏見台5-7-13
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～19:00（月～金）、
7:00～18:00（土）

有 047-439-0010

2133 金杉幼稚園 職員室 船橋市 金杉3-6-1
月～金（土日・祝休日を除
く）

9:30～14:30 有 047-439-2525

2134 第二船橋ひまわり幼稚園 職員室横廊下 船橋市 金杉8-4-12
月～金（土日・祝休日を除
く）

9:00～14:30 有 047-448-3960

2135 みどり台幼稚園 職員室 船橋市 緑台2-6
月～金（土日・祝休日を除
く）

9:00～14:00 有 047-448-3311

2136 冨士見幼稚園 職員室 船橋市 高根台1-1-1
月～金（土日・祝休日を除
く）

8:40～14:00 有 047-465-2555

2137 たかね台ベビーホーム 職員室 船橋市 高根台1-9-23-201
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～19:00（月～金）、
7:00～18:00（土）

有 047-465-1100

2138 高根台文化幼稚園 1階廊下壁掛け 船橋市 高根台3-3-2
月～金（土日・祝休日を除
く）

8:30～14:00 有 047-466-2511

2139 かもめ保育園（芝山分園） 事務室 船橋市 芝山3-10-8
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～20:00 有 047-456-4353

2140 栄光幼稚園 玄関（ケース入り） 船橋市 芝山3-10-9
月～金（土日・祝休日を除
く）

9:00～14:00 有 047-464-8084

2141 かもめ保育園 職員室 船橋市 新高根6-43-3
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までは利用不可）

7:00～20:00 有 047-466-5553

2142 木戸脇幼稚園 職員室 船橋市 高根台7-17-3
月～金（土日・祝休日を除
く）

9:00～14:00（月・火・
木・金）、9:00～13:00
（水）

有 047-465-6401

2143 サッポロビール（株） 千葉工場 マリンハウス１F 船橋市 高瀬町2 9:00～17:00 047-437-3511
2144 千葉寝台自動車（株） ２F事務室 船橋市 習志野台8-41-10 8:00～17:00 074-469-1199
2145 千葉寝台自動車（株） 患者搬送車 船橋市 習志野台8-41-10 8:00～17:00 074-469-1199
2146 フェルマータ船橋 ２F救急カート上 船橋市 飯山満町1-822 8:30～19:30 047-425-5581
2147 ティップネス 船橋店 １Fフロント 船橋市 本町6-4-21 9:45～23:00 047-425-7333
2148 福寿荘 事務所 船橋市 古和釜町791-1 8:30～17:30 047-462-2021
2149 JR船橋駅 改札口 船橋市 本町7-1-1 4:10～25:20 047-422-3253
2150 JR西船橋駅 - 船橋市 西船4-27-7 24時間 047-431-9200
2151 （株）東武百貨店 船橋店 地下１F防災センター 船橋市 本町7-1-1 047-425-6920
2152 エポカ高根台店 １Fエスカレーターホール内 船橋市 高根台1-2-1 7:00～22:00 047-465-2211
2153 （株）船橋中央自動車学校 待合室 船橋市 飯山満町2-635 9:00～18:00 047-464-3421
2154 新日軽（株）船橋製造所 - 船橋市 習志野4-12-2 047-477-3890
2155 （株）メリーチョコレートカムパニー ２号館１F流通事務所 船橋市 高瀬町15-12 8:30～17:15 047-433-3111
2156 京成建設（株） 本館２Fエレベーター前 船橋市 宮本4-17-3 9:00～18:00 047-435-7531
2157 サカタインクス船橋工場 - 船橋市 西浦3-10-13 047-433-9181
2158 東武船橋駅 - 船橋市 本町7-1-1 047-422-1002
2159 京成船橋駅 - 船橋市 本町1-5-1 -
2160 東葉高速線東海神駅 - 船橋市 海神二丁目15番地 047-426-1127
2161 千葉徳洲会病院 - 船橋市 高根台2-11-1 047-466-7111
2162 東横インホテル津田沼店 - 船橋市 前原西2-12-6 047-471-1045



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
2163 池田病院 - 船橋市 前原東1丁目6?4 047-472-7171
2164 イオン（株）ジャスコ高根木戸店 - 船橋市 習志野台1-1-3 047-464-7711
2165 東葉高速線 船橋日大前駅 - 船橋市 坪井東一丁目4番1号 047-469-1166
2166 東葉高速線北習志野駅 - 船橋市 習志野台三丁目1番1号 047-465-3773
2167 東葉高速線 飯山満駅 - 船橋市 飯山満町二丁目1053番地5 047-462-1187
2168 （株）そごう・西武 西武船橋店 １F正面入口 船橋市 本町1-2-1 10:00～20:00 047-425-0111
2169 （株）そごう・西武 西武船橋店 １F防災センター 船橋市 本町1-2-1 10:00～20:00 047-425-0111
2170 イトーヨーカドー 船橋店 西館１F受付 船橋市 本町7-6-1 6:00～23:00 047-425-1511
2171 イトーヨーカドー 船橋店 東館３Fシスター室 船橋市 本町7-6-1 6:00～23:00 047-425-1511
2172 船橋百寿苑 １F介護ステーション 船橋市 古和釜町791-1 8:30～17:30 047-469-0100
2173 船橋百寿苑 ２F介護ステーション 船橋市 古和釜町791-1 8:30～17:30 047-469-0100
2174 中山競馬場 整理本部 船橋市 古作1-1-1 営業時間内 047-334-2222
2175 中山競馬場 警備本部 船橋市 古作1-1-1 営業時間内 047-334-2222
2176 中山競馬場 第２救護所 船橋市 古作1-1-1 営業時間内 047-334-2222
2177 中山競馬場 馬場内救護所 船橋市 古作1-1-1 営業時間内 047-334-2222
2178 ららぽーと船橋 施設内① 船橋市 浜町 2-1-1 047-433-9800
2179 ららぽーと船橋 施設内② 船橋市 浜町 2-1-1 047-433-9800
2180 ららぽーと船橋 施設内③ 船橋市 浜町 2-1-1 047-433-9800
2181 ららぽーと船橋 施設内④ 船橋市 浜町 2-1-1 047-433-9800
2182 ららぽーと船橋 施設内⑤ 船橋市 浜町 2-1-1 047-433-9800
2183 ららぽーと船橋 施設内⑥ 船橋市 浜町 2-1-1 047-433-9800

2184 敬心ゆめ保育園 入口付近 船橋市 東船橋3-15-8
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～19:00（月～金）、
7:00～19:00（土）

有 047-411-5725

2185 あまねの杜保育園 入口 船橋市 行田2-9-10
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～20：00（月～金）、
7:00～19:00（土）

有 047-401-5011

2186 あい・あい保育園 宮本園 玄関 船橋市 宮本3-9-4
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:30～20:00（月～金）、
7:30～18:30（土）

有 047-401-0271

2187 東船橋ちとせ保育園 玄関 船橋市 東船橋1-16-25
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～20:00（月～金）、
7:00～20:00（土）

有 047-423-5717

2188 船橋どろんこ保育園 玄関 船橋市 本町6-8-9
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～20:00 有 047-429-8140

2189 グローバルキッズ コトニア西船橋園 事務所 船橋市 東中山1-19-13
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:30～20:30（月～金）、
7:30～20:30（土）

有 047-336-6661

2190 船橋ハーモニー保育園 医務コーナー内 船橋市 前原東5-8-8
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～19:00（月～金）、
7:00～18:00（土）

有 047-429-8802

2191 日生新船橋保育園ひびき 事務所 船橋市 海神3-26-30
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～20:00 有 047-401-3875

2192 えがおの森保育園・にしふなばし 玄関 船橋市 本郷町430
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:30～19:30（月～金）、
7:30～19:30（土）

有 047-332-0581

2193 薬園台・学びの保育園 事務室 船橋市 薬円台5-6-7
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～19:00（月～金）、
7:00～18:00（土）

有 047-402-4680

2194 あい・あい保育園 北習志野園 玄関 船橋市 西習志野3-27-7
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:30～20:00（月～金）、
7:30～18:30（土）

有 047-404-7771

2195 ファミリーマート 船橋本中山店 レジカウンター後ろ 船橋市 本中山5-2-40 毎日利用可能 24時間 有 047-302-2776
2196 セブンイレブン 船橋馬込沢店 レジ内 棚の上 船橋市 馬込町716-13 毎日利用可能 24時間 有 047-438-1772
2197 セブンイレブン 船橋南海神1丁目店 入口右レジカウンター上 船橋市 南海神1-2-25 毎日利用可能 24時間 有 047-434-0011
2198 セブンイレブン 東船橋5丁目店 事務所 船橋市 東船橋5-23-8 毎日利用可能 24時間 有 047-426-7577
2199 セブンイレブン 船橋習志野台7丁目店 事務所 船橋市 習志野台7-1556-22 毎日利用可能 24時間 有 047-464-7807
2200 セブンイレブン 船橋駅南口店 事務所内 船橋市 本町4-2-20 毎日利用可能 24時間 有 047-460-7011
2201 ローソン 船橋市役所前店 イートインコーナー内 船橋市 湊町2-10-17 毎日利用可能 24時間 有 047-401-5544
2202 セブンイレブン 船橋夏見西店 事務所内 船橋市 夏見1-4-40 毎日利用可能 24時間 有 047-422-7741
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2203 ファミリーマート 船橋本町五丁目店 入口レジ裏 船橋市 本町5-9-3 毎日利用可能 24時間 有 047-411-2355
2204 ファミリーマート 船橋海神二丁目店 事務所内 船橋市 海神2-17-29 毎日利用可能 24時間 有 047-460-0078

2205 ローソン 船橋藤原七丁目店
バックヤード入口前（ドリンク売り場
左）

船橋市 藤原7-34-40 毎日利用可能 24時間 有 047-439-5117

2206 セブンイレブン 船橋本町2丁目店 事務所 船橋市 本町2-12-4 毎日利用可能 24時間 有 047-435-2233
2207 セブンイレブン 船橋前原東4丁目店 バックヤード内 船橋市 前原東4-17-2 毎日利用可能 24時間 有 047-475-1011
2208 ローソン 船橋海神町二丁目店 トイレの横（飲料陳列棚の右） 船橋市 海神町2-266-1 毎日利用可能 24時間 有 047-433-7230

2209 船橋光の子保育園 事務所内 船橋市 丸山1-3-3
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～19:00（月～金）、
7:00～18:00（土）

有 047-406-7055

2210 ゆいまーる保育園 事務局内 船橋市 北本町1-12-8
月～土（日・祝休日・12月29
日～1月3日までを除く）

7:00～21:00（月～金）、
7:00～19:00（土）

有 047-424-7711

2211 安房合同庁舎 ２階 館山市 北条402-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 0470-22-7111
2212 安房健康福祉センター ２階事務室 館山市 北条１０９３－１ 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 0470-22-4511
2213 千葉県生涯大学校 南房学園 事務室 館山市 北条838 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 0470-24-0789
2214 館山野鳥の森 ふれあい野鳥館 事務所前 館山市 大神宮553 年中無休 9:00～16:30 無 0470-28-0166
2215 館山運動公園 体育館受付 館山市 藤原300 毎日利用可能 8:30～22:15 有 0470-28-1340
2216 館山運動公園 体育館１Fホール 館山市 藤原300 毎日利用可能 8:30～22:15 有 0470-28-1340
2217 安房高等学校 保健室前廊下 館山市 館山市八幡385 月～金 土日祝日は利用不可 8:35～19:00 無 0470-22-0130
2218 安房高等学校 野球場 館山市 館山市八幡385 月～金 土日祝日は利用不可 8:35～17:00 無 0470-22-0130
2219 館山総合高等学校 本校舎１棟１階職員玄関前 館山市 館山市北条106 月～日 終日 無 0470-22-2242
2220 館山総合高等学校（水産校舎） 管理棟１階保健室前 館山市 館山市長須賀155 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0470-22-0180
2221 安房特別支援学校 管理棟１階事務室前 館山市 館山市中里284-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:45～17:15 有 0470-28-1866
2222 安房特別支援学校（館山聾分校） 保健室前廊下 館山市 館山市那古1672-7 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 0470-27-2490
2223 館山警察署 １階 館山市 北条１０９０－２ 毎日利用可能 終日 有 0470-23-0110

2224 千葉県南総文化ホール 会館内正面入口付近 館山市 北条740-1
 休館日（原則月曜日。祝日の
場合は翌日）を除く、毎日利
用可能

8:30～21:30 有 0470-22-1811

2225 旧館山高等技術専門校 館山市学習等供用施設 １階事務室 館山市 船形297-7１ 毎日利用可能 施設の開業日時による 有 0470-23-3111

2226 館山市立第二中学校 職員玄関前廊下 館山市 長須賀136
月～金(祝日、年末年始を除
く)

8:00～17:00 有 0470-22-0531

2227 館山市立豊房小学校 1階職員室前廊下 館山市 大戸266-2
月～金(祝日、年末年始を除
く)

08:00～16:30 有 0470-22-0950

2228 館山市立館野小学校 職員室前 館山市 山本1028 月～金 8：00～16：30 有 0470-22-1061

2229 豊津地区学習等供用施設（豊津ホール） 1階廊下 館山市 宮城１９２－２
毎日（毎月第３日曜日、祝
日、12/29～1/3を除く）

08:30～17:15 有 0470-24-1911

2230 館山市立北条小学校 1階 館山市 北条456 月～金 7:30～18:00 無 0470-22-2141
2231 館山市立館山小学校 1階 館山市 館山317 月～金 8:00～18:00 無 0470-22-2155
2232 安房郡市消防本部 １階 玄関 館山市 北条６８６－１ 毎日利用可能 24時間 無 0470-22-2233

2233 館山市立館野保育園 事務室前 館山市 山本1204
月～土(日曜祝日、年末年始を
除く)

月～金 07:00～18:00<crlf>
土     07:30～12:30

有 0470-22-2722

2234 館山消防署 消防車 館山市 北条６８６－１ 毎日利用可能 24時間 無 0470-22-2903
2235 館山消防署 消防車 館山市 北条６８６－１ 毎日利用可能 24時間 無 0470-22-2903
2236 館山消防署 救急車 館山市 北条６８６－１ 毎日利用可能 24時間 有 0470-22-2903
2237 館山消防署 救急車 館山市 北条６８６－１ 毎日利用可能 24時間 有 0470-22-2903
2238 館山市役所 1階 玄関ロビー 館山市 北条1145-1 年中利用可能 8:30～17:15 有 0470-22-3111
2239 旧館山市立富崎小学校 体育館玄関(屋内) 館山市 相浜282-1 体育館使用時のみ 体育館使用時のみ 有 0470-22-3685
2240 館山市温水プール 1階 館山市 湊288-89 木～日 13:00～16:45 無 0470-22-5519

2241 館山市立九重こども園 1階事務室 館山市 安東751
月～土(日曜祝日、年末年始を
除く)

平日07：00～18：00 土
07:30～12:30

有 0470-22-9800

2242 館山市立九重小学校 玄関 館山市 安東3 月～金(年末年始を除く) 8:00～16:30 有 0470-22-9803



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号

2243 館山城（八犬伝博物館） １Ｆ受付前 館山市 館山３５１－２

休館日(毎週月曜)、年末年始
を除き利用可能<crlf>※ただ
し、月曜日が祝日・振替休日
の場合は翌日火曜日休館、火
曜日が祝日の場合は翌日水曜
日休館

09:00～16:45 有 0470-23-5212

2244 館山市コミュニティーセンター 1階ロビー内 館山市 北条740-1
毎日（第３日曜日、12/29～
1/3、祝日を除く）

月～土  8:30～21:00<crlf>
日   8:30～17:15

有 0470-23-3111

2245 館山市立中央保育園 1階事務室 館山市 北条606-1
月～土(日曜祝日、年末年始を
除く)

平日07：30～18：30 土
07:30～12:30

有 0470-23-4634

2246 館山市立博物館 本館 1階 受付横 館山市 館山３５１－２

休館日(毎週月曜)、年末年始
を除き利用可能<crlf>※ただ
し、月曜日が祝日・振替休日
の場合は翌日火曜日休館、火
曜日が祝日の場合は翌日水曜
日休館

9:00～16:45 有 0470-23-5212

2247 館山市立第三中学校 1階 館山市 北条1452 月～金 8:00～16:30 有 0470-23-7321
2248 館山市立第一中学校 職員室 館山市 那古954 月～金 8:00～16:30 有 0470-27-2021

2249 館山市立船形こども園 1階事務室 館山市 船形406-7
月～土(日曜祝日、年末年始を
除く)

平日08：30～17:30 土
08:30～12:00

有 0470-27-2524

2250 館山市立船形小学校 1階 館山市 船形405-2 月～金 7:40～18:00 無 0470-27-2528

2251 館山市立純真保育園 事務室 ロッカー内 館山市 那古986
月～土(日曜祝日、年末年始を
除く)

平日07：30～18：30 土
7:30～12:30

有 0470-27-2596

2252 館山市立那古小学校 1階 中央昇降口 来賓トイレ前 館山市 那古272
月～金 (祝日、年末年始を除
く)<crlf>

8:00～17:00 有 0470-27-2644

2253 館山市市民運動場 1階 館山市 正木4304-2 月、水～日 8:30～17:15 有 0470-27-4220
2254 館山市立房南中学校 １階職員玄関 館山市 佐野2070 月～金（祝日を除く） 7:55～16:25 有 0470-28-0042

2255 館山市立房南小学校 房南学園体育館入口前（２階） 館山市 佐野２０７０
月～金（学校のある日）、体
育館一般開放日

8:00～16:30、体育館一般
開放時

有 0470-28-0059

2256 館山市立神余小学校 １階職員室内 館山市 神余1363
月～金（学校休業日、祝日、
12/29～1/3を除く）

8:00～16:30 有 0470-28-0065

2257 館山さざなみ学校 寄宿舎１階看護室前廊下 館山市 洲宮７６８-１１７ 月～金（祝日を除く） 24時間 無 0470-28-1811

2258 中里の家 １階医務室内 館山市 中里２８８－１
月～金(GW、お盆、年末年始
を除く)

09:00～17:00 有 0470-28-2022

2259 館山市立房南こども園 事務室パソコン左脇 館山市 犬石1496
月～土（日曜祝日、年末年始
を除く）

月～金7:00～18:00 土7:30
～12:30

有 0470-28-2431

2260 館山消防署神戸分遣所 消防車 館山市 犬石１４９６ 毎日利用可能 24時間 無 0470-28-2660
2261 館山消防署西岬分遣所 消防車 館山市 浜田１９９－１ 毎日利用可能 24時間 無 0470-29-0119
2262 館山消防署西岬分遣所 救急車 館山市 浜田１９９－１ 毎日利用可能 24時間 有 0470-29-0119

2263 館山市立西岬小学校 中央昇降口 館山市 加賀名151
月～金 (学校が休みの日を除
く）

07:35～16:30 有 0470-29-0300

2264 館山税務署 2階 （総務課） 館山市 北条１１６４
月～金（祝日、12/28～1/3を
除く）

8:30～17:00 有 0470-22-0101

2265 国立館山海上技術学校 本館玄関受付窓口横 館山市 大賀無番地
月～金（祝日、12/29～1/3を
除く）

08:25～17:00 無 0470-22-1911

2266 千葉地方裁判所館山支部 本庁舎１階 玄関ホール 館山市 北条1073
月～金(祝日、年末年始を除
く)

8:30～17:00 有 0470-22-2273

2267 たてやま友愛クリニック 1階 （事務所） 館山市 北条１３５５－４０
月～土（日・祝日・休診日を
除く）

月火木金 8:30～
17:30<crlf>水土   8:30
～12:00

有 0470-20-1200

2268 ウエルシア館山八幡店 １階（店内出入口） 館山市 八幡608-1 毎日利用可能 9:00～2:00 無 0470-20-1210



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
2269 ウエルシア館山安東店 １階（店内出入口） 館山市 安東22-1 毎日利用可能 9:00～24:00 有 0470-20-3370

2270 亀田ファミリークリニック館山 １階（外来スタッフ通路） 館山市 正木４３０４－９
月～土（臨時休診日、祝日、
年末年始を除く）

月   08:00～19:00<crlf>
火～土 08:00～17:00

有 0470-20-5520

2271 亀田ファミリークリニック館山 １階（ロビー通路） 館山市 正木４３０４－９
月～土（祝日、12/30～1/3、
臨時休診日を除く）

月：8:00～19:00<crlf>火
～土：8:00～17:00

有 0470-20-5520

2272 赤門整形外科内科 2階（リハビリ室） 館山市 沼１６１９
月～土(祝日、年末年始を除
く)

月～金 08:30～19:00<crlf>
土  08:30～17:00

有 0470-22-0008

2273 館山シーサイドホテル 事務所内 館山市 八幡８２２ 毎日利用可能 24時間 無 0470-22-0151

2274
東京海洋大学 水圏科学フィールド教育研究センター
館山ステーション 館山湾内支所

１階玄関 館山市 館山９６ 夏季合宿時のみ利用可能
24時間（※夏季合宿時の
み）

有 0470-22-0301

2275 佐伯眼科 １階（診察室） 館山市 北条２３０８－７
月～水、金、土（祝日を除
く）

8:00～18:00 無 0470-22-0489

2276 君津信用金庫 1階 （窓口） 館山市 北条1815 月～金（祝日を除く） 9:00～15:00 無 0470-22-0708

2277 館山病院 放射線科受付 館山市 長須賀１９６
月～土(祝日、年末年始を除
く)

平日9:00～19:00<crlf> 土
9:00～17:00<crlf>

無 0470-22-1122

2278 館山病院 １号館２階 ナースステーション内 館山市 長須賀１９６
月～土（祝日、年末年始を除
く）

平日09:00～19:00<crlf> 土
09:00～17:00

無 0470-22-1122

2279 館山病院 １号館３階 ナースステーション内 館山市 長須賀１９６
月～土(祝日、年末年始を除
く)

平日09:00～19:00<crlf> 土
09:00～17:00

無 0470-22-1122

2280 館山病院 ２号館１階 総合受付 館山市 長須賀１９６
月～土（祝日、年末年始を除
く）

平日 9:00～19:00<crlf>土
9:00～17:00

無 0470-22-1122

2281 館山病院 ３号館１階 ナースステーション内 館山市 長須賀１９６
月～土（祝日・年末年始を除
く）

平日 9:00～19:00<crlf>土
9:00～17:00

無 0470-22-1122

2282 田村病院 Ｂ棟１階 勤務室 館山市 館山１８３ 随時 随時 無 0470-22-1370
2283 貴家医院 １階（診察室） 館山市 北条１７７８ 月～土（祝日を除く） 8:45～17:00 有 0470-22-3323

2284 渚の駅たてやま 渚の博物館 館山市 館山１５６４－１
毎日（12/29～1/3及び毎月最
終月曜を除く。ただし、月曜
が祝日の場合は翌日）

9:00～16:45 無 0470-22-3606

2285 パチンコ ひまわり会館 １階（事務所） 館山市 北条1793 毎日利用可能 10:00～22:00 無 0470-22-3614
2286 千葉銀行館山支店 1階 （ロビー） 館山市 北条1823 月～金（祝日を除く） 9:00～15:00 無 0470-22-4111
2287 館山自動車学校 １階事務所 館山市 笠名1200 火～日(第三日曜日を除く） 8:00～19:00 無 0470-22-4190

2288 和田眼科医院 受付事務室 館山市 北条２５７８
月～土（休診日・祝日を除
く）

月～金 09:00～
17:00<crlf> 土 09:00～
11:30

有 0470-22-6311

2289 セントラルスポーツクラブ館山 1階 受付 館山市 館山83－２
火～日（8/8、8/9、12/30、
12/31は除く）

火～金 9:00～
23:00<crlf>土   10:00
～20:30<crlf>日
10:00～17:00

有 0470-22-6655

2290 京葉銀行館山支店 ロビー 館山市 北条1820
月～金（祝日、12/31～1/3を
除く）

9:00～15:00 有 0470-22-7611

2291 鈴木内科クリニック １階（処置室） 館山市 館山８０９－２     有 0470-22-8880
2292 ニュースポーツランド １階 館山市 安布里164－2 毎日利用可能 10:00～22:45 無 0470-23-1154

2293 太田整形外科医院 正面玄関 館山市 北条１８６６－４
月～土（祝日、年末年始を除
く）

8:30～18:00 無 0470-28-5500

2294 中西養心館 室内 館山市 北条2542
月、火、木、金（祝日、
12/25～1/5、3/25～4/5、
7/25～8/20）

月、木17:30～19:00<crlf>
火、金17:00～18:30

有 090-4625-7188

2295 みっく和泉館 1階事務所 館山市 笠名５－６ 毎日利用可能 7:30～14:30 有 0470-23-3910
2296 パチンコヒルトン館山 ホール内景品カウンター棚 館山市 安布里221-1   無 0470-23-5607



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号

2297 清川整形外科 1階 （受付） 館山市 国分９０９－１
月～土（夏季休暇、年末年
始、祝日を除く）

月、火、水、金 8:30～
17:30<crlf>木、土 8:30
～12:00

無 0470-23-7033

2298 かにた婦人の村ユッカ寮 1階玄関 館山市 大賀594 毎日利用可能 24時間 有 0470-23-7280

2299 清川医院 ２階（分娩室） 館山市 北条１５４８
月～土（祝日、年末年始を除
く）

月～金 8:30～
17:30<crlf>土   8:30
～13:00<crlf>

有 0470-23-7731

2300 館山ゴルフ倶楽部 クラブハウス内フロント横 館山市 山本１１６０ 毎日利用可能 7:00～22:00 有 0470-23-8210
2301 イオンタウン館山 １階サービスカウンター 館山市 八幡５４５ 毎日利用可能 7:00～22:00 有 0470-24-0609
2302 イオンタウン館山 事務所 館山市 八幡５４５ 毎日利用可能 7:00～22:00 有 0470-24-0609
2303 イオンタウン館山 防災センター 館山市 八幡５４５ 毎日利用可能 7:00～22:00 有 0470-24-0609
2304 イオンタウン館山 コミュニティーホール 館山市 八幡５４５ 毎日利用可能 7:00～22:00 有 0470-24-0609

2305 水産総合研究センター水産工学研究所 たか丸 船内 館山市 沼848-1
停泊中のみ（船外への持ち出
しは不可）

停泊中のみ（船外への持ち
出しは不可）

有 0470-24-0834

2306 マラガ １階 館山市 北条2901 毎日利用可能 10:00～22:50 無 0470-24-4141
2307 介護老人保健施設 みやぎの郷 診察室 館山市 宮城1088 毎日利用可能 09:00～17:00 無 0470-24-4165

2308 原クリニック １階（手術室前） 館山市 長須賀５１５ 月～土（祝日を除く）
8:30～19:00（土曜日は午
前のみ）

無 0470-24-5711

2309 中央学院大学館山セミナーハウス 1階 （フロント） 館山市 館山96-1 月、木～日 24時間 有 0470-24-6661
2310 佐々木歯科 1階（エレベーター脇） 館山市 下真倉６２６－１ 月～土 9:00～18:00 無 0470-24-8001

2311 たてやま整形外科クリニック ２階（物理療法室） 館山市 北条１７５４ 月～土（祝日を除く）
8:30～17:30（水・土曜日
は午前のみ）

無 0470-25-1114

2312 南総城山温泉 里見の湯 1階 （フロント） 館山市 下真倉305-1 毎日利用可能 10:00～23:00 無 0470-25-1126
2313 安房地域医療センター 1階受付 館山市 山本１１５５ 毎日利用可能 9:00～17:00（外来） 有 0470-25-5111
2314 安房地域医療センター 2階検診部① 館山市 山本１１５５ 毎日利用可能 9:00～17:00（外来） 有 0470-25-5111

2315 安房地域医療センター 2階検診部② 館山市 山本１１５５ 毎日利用可能
9:00～17:00（外来）※検
診時の持出用。

有 0470-25-5111

2316 安房地域医療センター 6階レストラン 館山市 山本１１５５ 毎日利用可能 9:00～17:00（外来） 有 0470-25-5111
2317 安房地域医療センター 救急棟3階 館山市 山本１１５５ 毎日利用可能 9:00～17:00（外来） 有 0470-25-5111
2318 安房地域医療センター １階救急棟 館山市 山本１１５５ 毎日利用可能 9:00～17:00（外来） 有 0470-25-5111
2319 安房地域医療センター １階にＤ－ＭAT用 館山市 山本１１５５ 毎日利用可能 9:00～17:00（外来） 有 0470-25-5111

2320 カーブス館山テックピットガーデン 受付カウンター前 館山市 北条１２９９－１ 月～土
10:00～19:00（土曜日は午
前のみ）

有 0470-25-6611

2321 丸高石油館山八幡ＳＳ 1階 （事務所） 館山市 八幡 235 毎日利用可能 7:00～24:00 有 0470-25-7221
2322 パチンコ スキップ 1階 （景品交換カウンター） 館山市 湊231 毎日利用可能 10:00～23:00 有 0470-25-7766

2323 小林病院 1階待合室 館山市 船形９０９ 毎日
終日(夜間は事前に連絡が
必要)

有 0470-27-3811

2324 東亜警備保障株式会社 車両① 館山市 正木844-4 毎日利用可能 24時間 無 0470-27-5333
2325 東亜警備保障株式会社 車両② 館山市 正木844-4 毎日利用可能 24時間 無 0470-27-5333
2326 東亜警備保障株式会社 車両③ 館山市 正木844-4 毎日利用可能 24時間 無 0470-27-5333
2327 パチンコ オークラ １階 館山市 正木588－1 毎日利用可能 10:00～23:00 無 0470-27-6009
2328 館山ファミリーパーク １階ロビー内 館山市 布沼１２０９－７０ 毎日利用可能 8:30～17:00 有 0470-28-1110
2329 房州カントリー倶楽部 １階マスター室 館山市 藤原1128 毎日利用可能 6:00～18:00 有 0470-28-1211
2330 本橋歯科 診療室内 館山市 佐野９７ 月～水、金、土 8:30～19:00 有 0470-28-1300
2331 アロハガーデン館山 事務所 館山市 藤原1495 毎日利用可能 9:30～17:00 有 0470-28-1511
2332 たてやま温泉千里の風 １階フロント 館山市 藤原１４９５－１ 毎日利用可能 07:00～24:00 無 0470-28-4611
2333 休暇村館山 １階フロント 館山市 見物725 毎日利用可能 09:00～21:00 無 0470-29-0211
2334 ホテル洲崎風の抄 1階フロント 館山市 洲崎１９８－１ 毎日利用可能 24時間 有 0470-29-0301
2335 館山カントリークラブ ２階ロビー 館山市 坂井７７２－５４ 毎日利用可能 7:00～18:00 有 0470-29-1111
2336 日大芸術学部館山セミナーハウス １階事務所 館山市 加賀名97 月、火、木～土 24時間 無 0470-29-1131
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2337
東京海洋大学水圏科学フィールド教育研究センター館
山ステーション

１階玄関 館山市 坂田670 毎日利用可能 24時間 有 0470-29-1144

2338 館山ダイビングセンター西川名オーシャンパーク 1階廊下 館山市 西川名849-4 毎日利用可能 7:00～18:00 有 0470-29-1411
2339 介護老人保健施設 なのはな館 みさき １階事務所 館山市 浜田110-1 毎日利用可能 24時間 無 0470-29-2700
2340 ディサービス坂田 海遊亭 １階事務所 館山市 坂田879 月～金（祝日を除く） 9:30～16:30 無 0470-29-5153
2341 ファミリーオ館山 1階フロント 館山市 大賀８１－１７ 毎日利用可能 24時間 有 0470-29-8861
2342 ダイナム館山店 １階 館山市 八幡246 毎日利用可能 10:00～23:00 無 0470-30-8602
2343 千葉県君津合同庁舎 庁舎１階ホール 木更津市 貝渕３－１３－３４ 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 0438-23-1111
2344 君津健康福祉センター １階ホール入口 木更津市 新田３－４－３４ 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 0438-22-3743
2345 木更津高等学校 体育館内部壁面 木更津市 木更津市文京4-1-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0438-22-6131
2346 木更津高等学校 第２体育館前通路外壁面 木更津市 木更津市文京4-1-1 月～日 終日 有 0438-22-6131
2347 木更津東高等学校 管理棟２階職員室前 木更津市 木更津市木更津2-2-45 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～21:30 無 0438-23-0538
2348 木更津東高等学校 体育館入口内 木更津市 木更津市木更津2-2-45 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～21:30 無 0438-23-0538
2349 木更津警察署 １階 木更津市 潮見１－１－５ 毎日利用可能 終日 有 0438-22-0110
2350 かずさアカデミアホール 1階メインロビー 木更津市 かずさ鎌足2-3-9 毎日利用可能 9：00～18：00 無 0438-20-5555
2351 かずさインキュベ－ションセンター 廊下 木更津市 かずさ鎌足2-１-５ 土日祝日を除く日 9：00～17：00 無 0438-20-5071
2352 かずさバイオ共同研究開発センター 玄関 木更津市 かずさ鎌足２-５-２３ 土日祝日を除く日 8：45～17：30 無 0438-52-3900
2353 木更津市立桜井保育園 建物内 木更津市 桜井新町5-6-3 月～土 7:00～19:00 有 0438-36-4032

2354 木更津市立吾妻保育園 建物内 木更津市 吾妻2-10-7 月～土
7:00～19:00（土7：00～
14：00）

有 0438-22-6756

2355 木更津市立中郷保育園 建物内 木更津市 十日市場162-1 月～土
7:00～19:00（土7：00～
14：00）

有 0438-98-0010

2356 木更津市立わかば保育園 建物内 木更津市 大和３－２－４ 月～土 7:00～19:00 有 0438-23-5428

2357 木更津市立祇園保育園 建物内 木更津市 祇園５７５－１ 月～土
7:00～19:00（土7：00～
14：00）

有 0438-98-4367

2358 木更津市立久津間保育園 建物内 木更津市 久津間1084 月～土
7:00～19:00（土7：00～
14：00）

有 0438-41-4405

2359 木更津市立鎌足保育園 建物内 木更津市 矢那８９４ 月～土
7:00～19:00（土7：00～
14：00）

有 0438-52-2164

2360 木更津市クリーンセンター 窓口脇 木更津市 潮浜3-1 毎日利用可能 ２４時間 無 0438-36-1133
2361 木更津市立請西保育園 事務室 木更津市 請西東７－２－１ 月～土 7:00～19:00 有 0438-30-7380

2362 木更津市立八幡台公民館 玄関ホール 木更津市 八幡台４－２－１ 毎日（祝日を除く）

8:30～17:15（月）、8:30
～21:30（火～金）、9:00
～21:30（土）、9:00～
17:00（日）

有 0438-36-4010

2363 木更津市郷土博物館金のすず 受付 木更津市 太田２－１６－２ 火～日 9:00～17:00 有 0438-23-0011

2364 木更津市立東清公民館 １階ロビー 木更津市 笹子４６９－１
火～日（祝日・年末年始を除
く）

8:30～21:30 有 0438-98-2919

2365 木更津市立文京公民館 事務室 木更津市 文京２－６－５４ 火～日 8:30～21:30 有 0438-23-3836
2366 木更津市立真舟小学校 職員玄関 木更津市 真舟２－６－１ 開校日 開校時間 有 0438-36-0058

2367 木更津市鎌足公民館 １階事務室 木更津市 矢那８９９－１ 毎日利用可能
8:30～17:15（月）、8:30
～21:30（火～日）

有 0438-52-3111

2368 木更津市立図書館 １階カウンター 木更津市 文京２－６－５１ 月、水～日
9:00～17:00（月、土、
日）、9:00～19:00（水～
金）

有 0438-22-3190

2369 木更津市立金田公民館 玄関 木更津市 中島１９８５
火～金（祝日・年末年始を除
く）

8:30～21:30（火～金）、
9:00～21:30（土、日）

有 0438-41-0002

2370 木更津市役所（駅前庁舎） ８階管財課前 木更津市 富士見１－２－１ 月～金 8:30～17:15 有 0438-23-7111
2371 木更津市役所（駅前庁舎） ７階エレベーターホール 木更津市 富士見１－２－１ 月～金 8:30～17:15 有 0438-23-7111
2372 木更津市役所（朝日庁舎） ２階財政課前 木更津市 朝日３－１０－１９ 月～金 8:30～17:15 有 0438-23-7111
2373 木更津市役所（朝日庁舎） ２階健康推進課前 木更津市 朝日３－１０－１９ 月～金 8:30～17:15 有 0438-23-7111
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2374 木更津市消防署 消防車内及び施設内 木更津市 潮見２－８ 毎日利用可能 24時間 有 0438-22-0119
2375 消防署長須賀分署 消防車内 木更津市 朝日3-4-18 毎日利用可能 24時間 有 0438-22-3285
2376 消防署富来田分署 消防車内 木更津市 真里谷156 毎日利用可能 24時間 有 0438-53-2160
2377 消防署金田分署 消防車内 木更津市 中島2113 毎日利用可能 24時間 有 0438-40-1119
2378 消防署高柳出張所 消防車内 木更津市 本郷２－４－３１ 毎日利用可能 24時間 有 0438-41-1286
2379 消防署波岡分署 消防車内 木更津市 下烏田８１３－１ 毎日利用可能 24時間 有 0438-36-3125
2380 消防署清川出張所 消防車内 木更津市 中尾1９１５ 毎日利用可能 24時間 有 0438-98-7524
2381 木更津市民会館 施設内 木更津市 貝渕2-13-40 開館日 開館時間 0438-22-4184
2382 木更津市民体育館 施設内 木更津市 貝渕2-13-40 開館日 開館時間 0438-23-5822

2383 木更津市立中央公民館 １階事務室内 出入口付近 木更津市 中央１－１５－４ 毎日利用可能
8:30～21:30（月～土）、
8:30～17:15（日）

有 0438-25-4581

2384 木更津市立清見台公民館 １階 階段脇の配布物置き場 木更津市 清見台5-1-29 毎日利用可能 24時間 無 0438-98-7654
2385 木更津市立富来田公民館 １階 木更津市 真里谷110 0438-53-2027

2386 木更津市立西清川公民館 １階 エントランス 木更津市 永井作２－１１－１２
火～日（祝日・年末年始・月
曜日が祝日の場合の翌日を除
く）

8:30～21:30 有 0438-23-0286

2387 木更津市立波岡公民館 事務室 木更津市 大久保５－７－１ 月～土（祝日を除く）
8:30～17:15（月）、8:30
～21:30（火～土）

有 0438-37-8515

2388 木更津市立波岡中学校 １階 職員室 木更津市 大久保3-9-1 0438-36-0911
2389 木更津市立第２小学校 １階 職員室 木更津市 文京5-6-24 0438-23-2216
2390 木更津市立高柳小学校 保健室 木更津市 高柳5932 月～金 8:00～16:30 無 0438-41-2085
2391 木更津市立畑沢小学校 １階 職員室 木更津市 畑沢南2-16-1 0438-36-3003
2392 木更津市立第一小学校 玄関 木更津市 中央１－１１－１ 毎日利用可能 24時間 有 0438-23-1051
2393 木更津市立第一小学校 保健室 木更津市 中央１－１１－１ 毎日利用可能 24時間 有 0438-23-1051
2394 木更津市立第一小学校 職員室 木更津市 中央１－１１－１ 毎日利用可能 24時間 有 0438-23-1051
2395 木更津市立東清小学校 職員玄関 木更津市 菅生114 毎日利用可能 24時間 有 0438-98-0424
2396 木更津市立西清小学校 １階 木更津市 長須賀2445 0438-22-2818
2397 木更津市立南清小学校 校舎１階 保健室 木更津市 ほたる野3-5 毎日利用可能 24時間 有 0438-98-3193
2398 木更津市立清見台小学校 １階 木更津市 清見台南1-15-1 0438-98-2351
2399 木更津市立祇園小学校 ２・５年生の昇降口 木更津市 清川1-1-1 毎日利用可能 24時間 有 0438-98-3158
2400 木更津市立岩根小学校 保健室前廊下 木更津市 西岩根8-1 毎日利用可能 24時間 有 0438-41-1303
2401 木更津市立波岡小学校 職員室前廊下 木更津市 畑沢1270 月～金 8:00～16:30 有 0438-36-2820
2402 木更津市立鎌足小学校 １階 木更津市 矢那609 0438-52-2004
2403 木更津市立金田小学校 １階 廊下 木更津市 中島2931-1 毎日利用可能 24時間 有 0438-41-0009

2404 木更津市中郷公民館 事務室 木更津市 井尻７８９ 毎日利用可能
8:30～17:15（月）、8:30
～21:30（火～日）

有 0438-98-0802

2405 木更津市立馬来田小学校 職員室 木更津市 真里谷518 月～金 8:00～16:30 有 0438-53-2004
2406 木更津市立富岡小学校 職員玄関前 木更津市 下郡1886 毎日利用可能 24時間 有 0438-53-2017
2407 木更津市立請西小学校 職員室内 木更津市 請西2-8-1 月～金 8:00～16:30 有 0438-36-9331
2408 木更津市立八幡台小学校 職員室 木更津市 八幡台4-5-1 毎日利用可能 8:00～21:00 無 0438-36-6696
2409 木更津市立木更津第１中学校 １階 木更津市 中央1-10-1 0438-22-5321
2410 木更津市立木更津第２中学校 １階 木更津市 請西941 0438-36-2280
2411 木更津市立木更津第３中学校 １階 木更津市 永井作1-1-1 0438-23-2645
2412 木更津市立岩根中学校 職員玄関 木更津市 高柳3-7-49 毎日利用可能 24時間 有 0438-41-2096
2413 木更津市立鎌足中学校 １階 廊下 木更津市 矢那2797 毎日利用可能 24時間 有 0438-52-2092
2414 木更津市立金田中学校 １階 木更津市 中島2820 0438-41-0032
2415 木更津市立中郷中学校 １階 木更津市 有吉932 0438-98-0809
2416 木更津市立富来田中学校 １階 保健室 木更津市 真里谷275 開校日 開校時間 有 0438-53-2020
2417 木更津市太田中学校 職員室前廊下 木更津市 東太田１－２－１ 毎日利用可能 24時間 有 0438-98-7001
2418 木更津市立畑沢中学校 １階 木更津市 畑沢1053-1 0438-36-5021
2419 木更津市立清川中学校 １階 木更津市 中尾1096 0438-98-0188
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2420 木更津市老人福祉センター １階 ロビー 木更津市 十日市場826 0438-98-6651
2421 健康増進センターいきいき館 １階 プール入口 木更津市 潮浜3-1 0438-36-2511
2422 木更津税務署 1階総合窓口 木更津市 富士見2-7-18 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 0438-23-6161
2423 木更津税務署 2階総務課 木更津市 富士見2-7-18 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 0438-23-6161
2424 君津信用組合 本店 店内 木更津市 潮見３－３ 月～金 9:00～15:00 有 0438-20-1111
2425 君津信用組合 中央支店 店内 木更津市 中央２－６－５ 月～金 9:00～15:00 有 0438-23-5151
2426 君津信用組合 いわね支店 店内 木更津市 岩根３－１０－１５ 月～金 9:00～15:00 有 0438-41-0344
2427 君津信用組合 ぎおん支店 店内 木更津市 祇園１－１－５ 月～金 9:00～15:00 有 0438-98-2111
2428 君津信用組合 東太田支店 店内 木更津市 東太田４－４－７ 月～金 9:00～15:00 有 0438-97-1111

2429 スポーツクラブビッグ・エス木更津 フロント 木更津市 請西２－５－１５ 毎日
10:00～22:00（月～土）、
10:00～17:00（日）

有 0438-36-6221

2430 清和大学 野球場 木更津市 東太田３－４－５ 野球練習日 野球練習中 無 0438-30-5555
2431 清和大学 医務室前 木更津市 東太田３－４－５ 開校日 8:30～20:30 無 0438-30-5555
2432 ソニーイーエムシーエス株式会社 木更津サイト 警備室 工場棟各フロア 木更津市 潮見８－４ 開業日 警備室のみ24時間対応可 無 0438-37-2111

2433 八幡台幼稚園 職員室 木更津市 八幡台４－２－２
月～金（祝祭日及び休園日を
除く）

8:00～17:00 有 0438-37-2525

2434 株式会社かずさクリーンシステム 第１工場棟３階 木更津市 新港１７－２ 毎日利用可能 24時間 有 0438-30-2071
2435 前田道路（株）木更津合材工場 事務所 木更津市 矢那１７３０ 毎日利用可能 24時間 有 0438-52-2115
2436 志学館中等部・高等部 志学館中等部特別教室棟 木更津市 真舟３－２９－１ 毎日利用可能 24時間 無 0438-37-3131
2437 志学館中等部・高等部 志学館高等部職員昇降口 木更津市 真舟３－２９－１ 毎日利用可能 24時間 無 0438-37-3131
2438 志学館中等部・高等部 志学館中等部特別教室棟 木更津市 真舟３－２９－１ 毎日利用可能 24時間 無 0438-37-3131
2439 志学館中等部・高等部 志学館高等部体育館 木更津市 真舟３－２９－１ 毎日利用可能 24時間 無 0438-37-3131
2440 内宮運輸機工株式会社 １階 休憩室 木更津市 高柳１０３３ 毎日利用可能 24時間 無 0438-25-6111
2441 ユニー(株）アピタ木更津店 １階 サービスカウンター前 木更津市 ほたる野４－２－４８ 毎日利用可能 9:00～21:00 有 0438-30-5311
2442 みつわ幼稚園 職員室 木更津市 文京５－９－４ 毎日利用可能 24時間 有 0438-22-5963
2443 ベイシア木更津金田店 サービスカウンター 木更津市 金田東５－２－１ 営業日 営業時間中 有 0438-80-1112
2444 メモリアルパークガーデンきさらづ 管理事務室 木更津市 中里２－９－１５ 毎日利用可能 9:00～17:00 有 0438-22-2555
2445 千葉トヨペット株式会社    ほたる野店 ショールーム棟事務所 木更津市 ほたる野３－２５－１ 営業日 9:30～19:00 有 0438-55-0315
2446 千葉トヨペット株式会社    ほたる野店 工場棟スタッフルーム 木更津市 ほたる野３－２５－１ 営業日 9:30～19:00 有 0438-55-0315
2447 木更津むつみ保育園 玄関 木更津市 請西２－１２－８ 毎日利用可能 24時間 有 0438-36-0770

2448 イオンモール木更津 １階インフォメーション 木更津市 築地１番４ 毎日利用可能 営業時間中 有
イオンモール 0438-30-
2620 イオンリテール
0438-38-8610

2449 イオンモール木更津 ２階「１４＋」前 木更津市 築地１番４ 毎日利用可能 営業時間中 有
イオンモール 0438-30-
2620 イオンリテール
0438-38-8610

2450 イオンモール木更津 １階救護室内 木更津市 築地１番４ 毎日利用可能 営業時間中 有
イオンモール 0438-30-
2620 イオンリテール
0438-38-8610

2451 イオンモール木更津 イオンリテール 木更津市 築地１番４ 毎日利用可能 営業時間中 有
イオンモール 0438-30-
2620 イオンリテール
0438-38-8610

2452 イオンモール木更津 １階サービスカウンター 木更津市 築地１番４ 毎日利用可能 営業時間中 有
イオンモール 0438-30-
2620 イオンリテール
0438-38-8610

2453 イオンモール木更津 １階防災センター内 木更津市 築地１番４ 毎日利用可能 営業時間中 有
イオンモール 0438-30-
2620 イオンリテール
0438-38-8610

2454 株式会社いなげや木更津請西店 レジ横 木更津市 請西２－９－１ 毎日利用可能 営業時間中 有 042-537-5121

2455 金田漁業協同組合 事務所 金田海岸潮干狩場 木更津市 中島４４１２
月～金（潮干狩り場オープン
日のみ）

8:30～17:00 有 0438-41-0511



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
2456 東洋スチレン（株）君津工場 計器室 木更津市 築地１番地 毎日利用可能 24時間 無 0438-37-5710
2457 協立化学産業株式会社 木更津R&Dセンター 木更津Ｒ＆Ｄセンター ２階廊下 木更津市 潮見４－１８－２ 月～金 9:00～17:30 有 0438-37-3606
2458 のぞみ牧場学園 事務所 木更津市 真里谷２３７４－１ 月～金 8:00～19:00 有 0438-53-5222
2459 後藤工業(株）千葉支店 休憩室 木更津市 築地７番地５ 月～金 8:00～17:00 無 0438-36-2602
2460 障害者支援施設上総喜望の郷 １階医務室 木更津市 下郡２２７５－１ 毎日利用可能 24時間 無 0438-40-7011
2461 障害者支援施設上総ゆうゆうの郷 ３階医務室 木更津市 下郡２２７０－１ 毎日利用可能 24時間 無 0438-40-7012
2462 障害者支援施設上総ゆうゆうの郷 ２階医務室 木更津市 下郡２２７０－１ 毎日利用可能 24時間 無 0438-40-7013

2463
株式会社東日本宇佐美 千葉茨木販売支店 １６号君
津ＳＳ

店内 木更津市 畑沢南１－１－１５ 毎日利用可能 7:00～21:00 有 0438-30-1236

2464 木更津商工会館 ２階 木更津市 潮見１－１７－５９ 毎日利用可能 24時間 無 0438-37-8700
2465 ㈱ＮＴＴ東日本ー南関東 木更津営業所 ＮＴＴ木更津新田ビル ３階食堂 木更津市 新田３－１－９ 月～金 9:00～17:30 有 0438-23-4440
2466 特別養護老人ホーム   中郷記念館 本館 ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ 木更津市 井尻９５１ 毎日利用可能 ２４時間 無 0438-97-2721
2467 特別養護老人ホーム   中郷記念館 新館 ２階ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ 木更津市 井尻９５１ 毎日利用可能 ２４時間 無 0438-97-2721
2468 特別養護老人ホーム   中郷記念館 ショートスティ棟 カウンター内 木更津市 井尻９５１ 毎日利用可能 ２４時間 無 0438-97-2721
2469 特別養護老人ホーム   中郷記念館 事務所前 木更津市 井尻９５１ 毎日利用可能 ２４時間 有 0438-97-2721
2470 ふくた保育園 職員室 木更津市 下郡1874-5 月～土 7:00～20:00 有 0438-53-5553

2471 長須賀保育園 事務室 木更津市 長須賀1309 毎日利用可能
7:00～21:00（日・祭9:00
～18:00）

有 0438-22-3447

2472 ゆりかご保育園 事務室 木更津市 長須賀1366 月～土 7:00～21:00 有 0438-23-2838
2473 さとの保育園 事務室 木更津市 下烏田893 月～土 7:00～20:00 有 0438-38-4827
2474 さとのデイサービスセンター 事務所内 木更津市 下烏田８９３ 月～土 8:30～17:30 有 0438-38-4825
2475 社会福祉法人柊の郷 グループホーム馬来田 １階支援員室 木更津市 真里107-19 毎日利用可能 20：30～7：00 無 0438-38-6271
2476 三井アウトレットパーク木更津 防災センター 木更津市 金田東3-1-1 毎日利用可能 ２４時間 無 0438-38-6100
2477 三井アウトレットパーク木更津 荷捌きC 木更津市 金田東3-1-1 毎日利用可能 9:30～21:00 無 0438-38-6100
2478 三井アウトレットパーク木更津 増床フードコート 木更津市 金田東3-1-1 毎日利用可能 9:30～21:00 有 0438-38-6100
2479 レッツ倶楽部木更津 機能訓練室フロア 木更津市 請西南3-1-7 毎日利用可能 ２４時間 無 0438-53-8111
2480 請西保育園 事務室 木更津市 請西東7-2-1 毎日利用可能 ２４時間 有 0438-30-7380
2481 千葉県西部防災センター 1階事務室 松戸市 松戸558-3 火曜以外 9:00～16:30 有 047-331-5511

2482
千葉県生涯大学校 東葛飾学園浅間台教室 園芸コース
教室

事務棟内 松戸市 中矢切492 月～土 日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 047-365-1793

2483 市川水道事務所松戸分室 １階玄関 松戸市 日暮3-27-8
月～金 土日祝日、年末年始
は利用不可

8:30～17:15 有 047-391-4181

2484 栗山浄水場 管理本館１階ホール 松戸市 栗山198 毎日利用可能 24時間 有 047-363-4195
2485 ちば野菊の里浄水場 ２階管理室 松戸市 栗山478-1 毎日利用可能 24時間 有 047-394-8300
2486 松戸給水場 ４階事務室入口横 松戸市 紙敷2-1-1 毎日利用可能 24時間 有 047-384-4580
2487 松戸高等学校 特別教室棟２階保健室前 松戸市 松戸市中和倉590-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-341-1288
2488 松戸高等学校 管理教室棟１階体育教官室前 松戸市 松戸市中和倉590-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-341-1288
2489 小金高等学校 体育館１階エントランス 松戸市 松戸市新松戸北2-14-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-341-4155
2490 小金高等学校 管理棟１階職員玄関内 松戸市 松戸市新松戸北2-14-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-341-4155
2491 松戸国際高等学校 格技場１階玄関内 松戸市 松戸市五香西5-6-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-386-0563
2492 松戸南高等学校 管理棟１階職員玄関口 松戸市 松戸市紙敷1199 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～21:10 無 047-391-2849
2493 松戸六実高等学校 管理棟１階保健室前 松戸市 松戸市六高台5-150-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～18:00 無 047-385-5791
2494 松戸六実高等学校 小体育館１階出入口壁面 松戸市 松戸市六高台5-150-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～18:00 無 047-385-5791
2495 松戸向陽高等学校 体育準備室 松戸市 松戸市秋山682 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～19:00 無 047-391-4361
2496 松戸向陽高等学校 事務室前 松戸市 松戸市秋山682 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～18:00 無 047-391-4361
2497 松戸向陽高等学校 外自販機内 松戸市 松戸市秋山682 毎日 8:00～17:00 無 047-391-4361
2498 松戸馬橋高等学校 体育館入口 松戸市 松戸市旭町1-7-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～17:00 無 047-345-3002
2499 松戸馬橋高等学校 保健室入り口前廊下 松戸市 松戸市旭町1-7-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～17:00 無 047-345-3002
2500 松戸特別支援学校 保健室前 松戸市 松戸市栗ヶ沢784-17 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 047-388-2128
2501 松戸特別支援学校（寄宿舎） 寄宿舎 松戸市 松戸市栗ヶ沢784-17 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 047-388-2128
2502 つくし特別支援学校 職員玄関壁面 松戸市 松戸市金ヶ作292-2 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 047-385-1632



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
2503 つくし特別支援学校 高等部棟管理室前 松戸市 松戸市金ヶ作292-2 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 047-385-1632
2504 矢切特別支援学校 管理棟１階事務室前 松戸市 松戸市中矢切54 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 047-312-3010
2505 松戸警察署 １階 松戸市 松戸５５８－２ 毎日利用可能 終日 有 047-369-0110
2506 松戸東警察署 １階 松戸市 八ヶ崎４－５１－９ 毎日利用可能 終日 有 047-349-0110
2507 東葛飾合同庁舎 ２階松戸健康福祉センター窓口 松戸市 小根本７ 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 047-361-2111

2508 西部図書館 閲覧室 松戸市 千駄堀657-7
月曜（祝日の場合は翌日）以
外

8:30～19:15（土休日は～
17:15）

有 043-385-4648

2509 日本年金機構松戸年金事務所 １階正面入口横 松戸市 新松戸1-335-2 月～金（祝日を除く） 8：15～17：15 047-347-0991
2510 戸定歴史館 歴史館2階受付内 松戸市 松戸714-1 火～日（祝日を除く） 9：00～17：00 047-362-2050
2511 松戸市立東松戸小学校 事務室 松戸市 紙敷1-19-1 月～金（祝日を除く） 8：20～16：50 047-388-6621
2512 中央消防署 庁舎内 松戸市 松戸新田114－5 毎日 24時間 無 047-368-0119
2513 中央消防署 消防車両内 松戸市 松戸新田114－5 毎日 24時間 無 047-368-0119
2514 中央消防署 消防車両内 松戸市 松戸新田114－5 毎日 24時間 無 047-368-0119
2515 中央消防署 消防車両内 松戸市 松戸新田114－5 毎日 24時間 無 047-368-0119
2516 二十世紀が丘消防署 消防車両内 松戸市 二十世紀が丘梨元町1 毎日 24時間 無 047-392-0119
2517 二十世紀が丘消防署 消防車両内 松戸市 二十世紀が丘梨元町1 毎日 24時間 無 047-392-0119
2518 八ヶ崎消防署 消防車両内 松戸市 八ヶ崎6-47-1 毎日 24時間 無 047-347-0119
2519 松戸市中央保健センター １階事務所内 松戸市 竹ヶ花74-3 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 047-366-7489

2520 柿の木台公園体育館 2階ロビー自動販売機前 松戸市 松戸594-7
毎日（第4月曜日、年末年始を
除く）

9:00～21:00 有 047-331-1131

2521 小金消防署 庁舎内 松戸市 二ツ木2003-3 毎日利用可能 24時間 無 047-340-0119
2522 小金消防署 消防車両内 松戸市 二ツ木2003-3 毎日利用可能 24時間 無 047-340-0119
2523 松戸市立小金小学校 事務室 松戸市 小金３５５ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-341-0450
2524 松戸市立小金中学校 事務室 松戸市 新松戸北２－１６－１１ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-341-0646
2525 松戸市立小金北中学校 保健室 松戸市 幸田206 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-341-0646
2526 小金保育所 事務室 松戸市 小金４４４－５４ 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 有 047-341-0694
2527 松戸市立馬橋小学校 事務室 松戸市 西馬橋１－１２－１ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-341-1218

2528 小金原体育館 1階管理室前 松戸市 小金原6-4-1
毎日（第4月曜日、年末年始を
除く）

9:00～21:00 有 047-341-2242

2529 松戸市立栗ヶ沢小学校 事務室 松戸市 小金原7-16 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-341-2640
2530 松戸市立根木内小学校 職員玄関 松戸市 小金原2-3 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-341-2641
2531 小金支所 ロビー 松戸市 小金2ピコティ西館3階 月～金（祝日を除く） 開庁時間内 無 047-341-5101
2532 松戸市立栗ヶ沢中学校 事務室窓口外 松戸市 小金9-25 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-341-5178
2533 松戸市立第三中学校 事務室 松戸市 馬橋２０８０ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-341-5195
2534 松戸市立小金南中学校 事務室 松戸市 小金清志町1-16-1 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047342-1061
2535 松戸市立八ヶ崎小学校 事務室 松戸市 八ヶ崎6-53-1 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-342-1094
2536 松戸市立旭町中学校 事務室 松戸市 旭町1-150 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-342-3651

2537 馬橋市民センター 1階ロビー事務室前 松戸市 西馬橋蔵元町１７７
毎日（第1月曜日、年末年始を
除く）

9:00～21:00 有 047-342-9690

2538 松戸市立第六中学校 保健室 松戸市 千駄堀１３４１ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-343-1208
2539 松戸市小金北小学校 保健室 松戸市 殿平賀270 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-343-1263

2540 小金北市民センター 1階ロビー階段脇 松戸市 中金杉２－１５９－２
毎日（第1月曜日、年末年始を
除く）

9:00～21:00 有 047-343-3191

2541 松戸市立新松戸南小学校 昇降口通路校庭側 松戸市 新松戸6-301 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-343-3275
2542 松戸市立根木内中学校 事務室 松戸市 小金原１－３０ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-3434-1268
2543 新松戸支所 ロビー 松戸市 新松戸3-27 月～金（祝日を除く） 開庁時間内 無 047-343-5111
2544 コアラ保育所 事務室 松戸市 小金原４－６ 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 有 047-343-8294

2545 小金市民センター 1階ロビー事務室前 松戸市 小金きよしヶ丘３－１－１
毎日（第1月曜日、年末年始を
除く）

9:00～21:00 有 047-343-8641

2546 新松戸南保育所 事務室 松戸市 新松戸南2-17 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 有 047-344-0010
2547 馬橋消防署 消防車両内 松戸市 西馬橋蔵元町179 毎日利用可能 24時間 無 047-344-0119



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
2548 馬橋消防署 消防車両内 松戸市 西馬橋蔵元町179 毎日利用可能 24時間 無 047-344-0119
2549 松戸市立新松戸南中学校 事務室 松戸市 新松戸南2-124 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-344-0188
2550 松戸市立新松戸西小学校 事務室 松戸市 小金1180 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-344-1061
2551 松戸市立横須賀小学校 保健室 松戸市 新松戸北２－１３－１ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-344-4040
2552 小金原支所 ロビー 松戸市 小金原6-6-2 月～金（祝日を除く） 開庁時間内 無 047-344-4151
2553 馬橋西保育所 事務室 松戸市 西馬橋広手町１２３ 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 有 047-344-4196
2554 松戸市立幸谷小学校 保健室 松戸市 幸谷２１２－２ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-344-6765
2555 新松戸中央保育所 事務室 松戸市 新松戸３－１１１ 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 有 047-344-9465
2556 松戸市立八ヶ崎第二小学校 事務室 松戸市 八ヶ崎3-3-1 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-344-7437
2557 松戸青少年会館 1階事務所 松戸市 新松戸南２－２ 第4月曜日、年末年始を除く 8:30～21:00 有 047-344-8556
2558 松戸市立馬橋北小学校 職員玄関前 松戸市 新松戸南2-1 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-344-8586
2559 松戸市立貝の花小学校 事務室前 松戸市 小金原８－１０ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-344-8611
2560 松戸市立殿平賀小学校 事務室 松戸市 殿平賀339-1 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-344-8621
2561 小金北保育所 事務室 松戸市 中金杉３－１９２ 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 有 047-344-4155
2562 松戸市立旭町小学校 事務室 松戸市 旭町1-20-2 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-345-1177
2563 馬橋支所 ロビー 松戸市 馬橋179-1 4階 月～金（祝日を除く） 開庁時間内 無 047-345-2131
2564 北千葉広域水道企業団 2階事務室 松戸市 七右衛門新田540-5 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 047-345-3211
2565 21世紀の森と広場管理事務所 管理事務所内 松戸市 千駄堀269 毎日（年末年始を除く） 9:00～21:00 有 047-345-8900

2566 馬橋東市民センター 1階ロビー階段脇 松戸市 馬橋１８５４－３
毎日（第1月曜日、年末年始を
除く）

9:00～21:00 有 047-346-2055

2567 新松戸北保育所 事務室 松戸市 新松戸７－１４５－３ 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 有 047-346-7901
2568 大金平消防署 消防車両内 松戸市 大金平5-114 毎日利用可能 24時間 無 047-348-0119

2569 八ヶ崎市民センター 1階玄関脇 松戸市 八ヶ崎５－１５－１
毎日（第1月曜日、年末年始を
除く）

9:00～21:00 有 047-348-6667

2570 小金原保育所 事務室 松戸市 小金原６－４－２ 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 有 047-348-8246
2571 松戸市立松ヶ丘小学校 保健室 松戸市 松戸新田159 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-361-2238
2572 松戸市矢切支所 ロビー 松戸市 三矢小台3-10-5 月～金（祝日を除く） 開庁時間内 無 047-362-3181
2573 松戸市立北松戸保育所 事務室 松戸市 上本郷3870 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 有 047-362-8282
2574 松戸市立寒風台小学校 保健室 松戸市 松戸新田３１６－２５ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-363-1048
2575 松戸市消防局 玄関ホール 松戸市 松戸新田114-5 毎日利用可能 開館時間内 無 047-363-1111
2576 松戸市立病院 横玄関入口 松戸市 上本郷４００５ 毎日利用可能 24時間 有 047-363-2171
2577 松戸市立病院 正面入口３番前 松戸市 上本郷４００５ 毎日利用可能 24時間 有 047-363-2171
2578 松戸市立第一中学校 事務室 松戸市 岩瀬５８７ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-363-4171
2579 松戸市立中部小学校 事務室 松戸市 松戸２０６２ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-363-4191
2580 松戸市立相模台小学校 保健室 松戸市 岩瀬４３４－２ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-363-4245
2581 松戸市立古ヶ崎第二保育所 事務室 松戸市 古ヶ崎1-2994-2 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 有 047-363-4293
2582 松戸市立図書館 4階事務室 松戸市 松戸２０６０ 火～日（年末年始を除く） 9:30～19:00 有 047-363-5115
2583 松戸市立南部小学校 事務室前廊下 松戸市 小山１４８ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-363-5171
2584 松戸市立北部小学校 事務室 松戸市 根本２１７ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-363-5251
2585 松戸競輪場 北門救護室 松戸市 上本郷594 - 10:00～17:00 有 047-363-5458
2586 松戸市立矢切小学校 保健室 松戸市 中矢切５４０ 月～金（祝日を除く） 開庁時間内 有 047-363-6288
2587 松戸市立第二中学校 事務室 松戸市 小山６８５ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-363-7205

2588 松戸運動公園 事務室、体育館内 松戸市 上本郷4434
毎日（第4月曜日、年末年始を
除く）

8:30～21:00 有 047-363-9241

2589 松戸市立上本郷小学校 事務室 松戸市 上本郷3620 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-363-9278
2590 松戸市立稔台小学校 事務室 松戸市 稔台２－３６－１ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-364-4129
2591 松戸市立古ヶ崎小学校 保健室 松戸市 古ヶ崎4-3620-1 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-364-5118
2592 松戸市女性センターゆうまつど 事務所内 松戸市 本町14-10 開館日 9:00～21:00 有 047-364-8778
2593 松戸市立柿の木台小学校 事務室 松戸市 二十世紀が丘柿の木町111 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-365-7661
2594 松戸市立古ヶ崎中学校 事務室 松戸市 古ヶ崎2515-1 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-366-0420
2595 松戸市役所 新館１階ロビー 松戸市 根本387-5 月～金（祝日を除く） 開庁時間内 無 047-366-1111



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
2596 松戸市シニア交流センター 1階受付 松戸市 旭町１－１７４ 毎日（第4日曜日を除く） 8:30～18:00 有 047-366-7346
2597 松戸市営シルバー中金杉住宅 エントランス 松戸市 中金杉4-188 毎日利用可能 終日 無 047-366-7366
2598 西口消防署 消防車両内 松戸市 古ヶ崎67 毎日利用可能 24時間 無 047-367-0119
2599 西口消防署 消防車両内 松戸市 古ヶ崎67 毎日利用可能 24時間 無 047-367-0120
2600 西口消防署 庁舎内 松戸市 古ヶ崎67 毎日利用可能 24時間 無 047-367-0121
2601 松戸市立上本郷第二小学校 職員玄関 松戸市 上本郷２６７７ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-367-3413
2602 国保松戸市立病院付属看護専門学校 玄関 松戸市 上本郷4182 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 047-367-4444

2603 松戸市稔台市民センター １階ロビー階段前 松戸市 稔台7-1-5
毎日（第1月曜日、年末年始を
除く）

9:00～21:00 有 047-367-6420

2604 松戸市古ヶ崎市民センター 1階ロビー事務室前 松戸市 古ヶ崎4-3490
毎日（第1月曜日、年末年始を
除く）

9:00～21:00 有 047-367-7700

2605 松戸市立古ヶ崎保育所 事務室 松戸市 古ヶ崎4-3617 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 有 047-367-9294
2606 松戸市民劇場 1階事務所 松戸市 本町１１－６ 火～日 8:30～21:30 有 047-368-0070
2607 松戸市民会館 ２階ロビー 松戸市 松戸1389-1 毎日利用可能 開館時間内 無 047-368-1237
2608 松戸市総合福祉会館 エントランスホール 松戸市 上矢切299-1 毎日（年末年始を除く） 開庁時間内 無 047-368-1241

2609 松戸市明市民センター １階玄関脇 松戸市 上本郷2676-6
毎日（第1月曜日、年末年始を
除く）

9:00～21:00 有 047-368-6700

2610 松戸市立松ヶ丘保育所 事務室 松戸市 松戸新田554-2 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 有 047-368-9191
2611 松戸市役所常盤平老人福祉センター 事務所 松戸市 常盤平3丁目25番地 火～日（年末年始を除く） 8:30～17:00 無 047-382-5125
2612 六実消防署 消防車両内 松戸市 六高台7-94 毎日利用可能 24時間 無 047-383-0119
2613 松飛台保育所 事務室 松戸市 五香西４－４４－１ 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 有 047-384-2048
2614 松戸市立六実第二小学校 保健室 松戸市 六実２－３４－１ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-384-3011
2615 松戸市立牧野原中学校 事務室 松戸市 五香西4-39-1 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-384-3021
2616 松戸市立六実第三小学校 保健室 松戸市 六高台３－１４１ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-384-3136
2617 松戸市立金ケ作中学校 事務室 松戸市 金ヶ作341-15 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-384-3171
2618 森のホール21 事務室 松戸市 千駄堀646-4 - 開館時間内 047-384-5050
2619 松戸市立博物館 正面受付 松戸市 千駄堀671番地 火～日 9:30～17:00 有 047-384-8181
2620 六実支所 ロビー 松戸市 六高台3-71 月～金（祝日を除く） 開庁時間内 無 047-385-0113
2621 松戸市立牧野原小学校 事務室 松戸市 牧の原435-1 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-385-0996
2622 牧の原保育所 事務室 松戸市 牧の原２－７３ 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 有 047-385-0997
2623 松戸市立松戸高等学校 管理棟２階職員玄関 松戸市 紙敷2-7-5 月～金（祝日を除く） 8：30～17：00 有 047-385-3201
2624 松戸市立松戸高等学校 施設内 松戸市 紙敷2-7-5 月～金（祝日を除く） 8：30～17：00 有 047-385-3201
2625 松戸市立松飛台第二小学校 事務室 松戸市 松飛台５９ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-385-4111
2626 松戸市クリーンセンター体育施設 体育館2階事務所 松戸市 高柳新田37番地 火～日 終日 有 047-385-7100
2627 六実保育所 事務室 松戸市 六高台１－４０ 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 有 047-385-8103
2628 松戸市立金ケ作小学校 事務室 松戸市 金ヶ作317 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-385-8886

2629 常盤平体育館 事務所内 松戸市 常盤平松葉町1-3
毎日（第4月曜日、年末年始を
除く）

9:00～21:00 有 047-386-0111

2630 松戸市立常盤平第二小学校 事務室 松戸市 常盤平4-18 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-386-1331

2631 松飛台市民センター 1階玄関脇 松戸市 松飛台２１０－２
毎日（第1月曜日、年末年始を
除く）

9:00～21:00 有 047-386-6000

2632 五香市民センター 1階玄関脇 松戸市 五香２－３５－５
毎日（第1月曜日、年末年始を
除く）

9:00～21:00 有 047-386-8300

2633 五香消防署 庁舎内 松戸市 五香西3-8-1 毎日利用可能 24時間 無 047-387-0119
2634 五香消防署 消防車両内 松戸市 五香西3-8-1 毎日利用可能 24時間 無 047-387-0119
2635 五香消防署 消防車両内 松戸市 五香西3-8-1 毎日利用可能 24時間 無 047-387-0119
2636 松戸市立松飛台小学校 事務室 松戸市 五香西4-22-1 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-387-0494
2637 松戸市立高木第二小学校 事務室前廊下 松戸市 五香4-18-1 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-387-2191
2638 松戸市立常盤平第一小学校 保健室 松戸市 常盤平7-1 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-387-2397
2639 常盤平支所 ロビー 松戸市 常盤平３－３０ 月～金（祝日を除く） 開庁時間内 無 047-387-3320
2640 松戸市立常盤平第三小学校 事務室 松戸市 常盤平西窪町25-1 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-387-4605



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
2641 松戸市立常盤平中学校 事務室 松戸市 常盤平７－２５ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-387-4611
2642 松戸市立高木小学校 事務室 松戸市 金ヶ作１２０ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-387-5103
2643 松戸市立第四中学校 保健室 松戸市 五香西１－６－１ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-387-5311
2644 ときわ平保育所 事務室 松戸市 常盤平西窪町１１－７ 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 有 047-387-6762
2645 松戸市立六実小学校 保健室 松戸市 六高台４－131 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-387-9391
2646 松戸市立六実中学校 保健室 松戸市 六高台5-166-1 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-388-1190

2647 八柱市民センター 1階ロビー事務室前 松戸市 牧の原１－１９３－６
毎日（第1月曜日、年末年始を
除く）

9:00～21:00 有 047-388-3570

2648 東部消防署 消防車両内 松戸市 高塚新田359-19 毎日利用可能 24時間 無 047-391-0119
2649 東部スポーツパーク 事務所 松戸市 高塚新田４２７ 火～日 8：30～21:00 有 047-391-0944
2650 松戸市立和名ヶ谷中学校 事務室 松戸市 和名ヶ谷1338-1 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-391-1818
2651 松戸市立第五中学校 事務室 松戸市 高塚新田３８０ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-391-2110
2652 松戸市立和名ヶ谷小学校 保健室 松戸市 和名ヶ谷１０８５ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-391-2401
2653 松戸市立東部小学校 職員玄関 松戸市 高塚新田３８２－１ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-391-2971

2654 東部市民センター 1階玄関脇 松戸市 高塚新田４９４－９
毎日（第1月曜日、年末年始を
除く）

9:00～21:00 有 047-391-3701

2655 松戸市立梨香台小学校 事務室 松戸市 高塚新田512-13 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-391-4311
2656 松戸市立河原塚中学校 事務室 松戸市 河原塚190 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-391-6161
2657 二十世紀が丘保育所 事務室 松戸市 二十世紀が丘戸山町73 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 有 047-391-6963
2658 梨香台保育所 事務室 松戸市 高塚新田４９４－６ 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 有 047-391-6997

2659 和名ヶ谷スポーツセンター １階プール管理室 松戸市 和名ヶ谷１３６０
毎日（第3月曜日、年末年始を
除く）

9:00～21:00 有 047-392-1118

2660 和名ヶ谷スポーツセンター ２階正面玄関 松戸市 和名ヶ谷１３６０
毎日（第3月曜日、年末年始を
除く）

9:00～21:00 有 047-392-1118

2661 和名ヶ谷スポーツセンター ３階自動販売機脇 松戸市 和名ヶ谷１３６０
毎日（第3月曜日、年末年始を
除く）

9:00～21:00 有 047-392-1118

2662 松戸市立大橋小学校 事務室 松戸市 二十世紀が丘梨元町３２ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-392-2921
2663 東部支所 ロビー 松戸市 高塚新田363-4 月～金（祝日を除く） 開庁時間内 無 047-392-3061
2664 松戸市立河原塚小学校 保健室 松戸市 河原塚４７－１ 月～金（祝日を除く） 開校時間内 有 047-392-5100
2665 八柱保育所 事務室 松戸市 日暮４－５－２ 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 有 047-392-2955

2666 二十世紀が丘市民センター 1階階段前 松戸市 二十世紀が丘中松町２
毎日（第1月曜日、年末年始を
除く）

9:00～21:00 有 047-392-7021

2667 千葉地方検察庁 松戸支部 １Ｆロビー 松戸市 岩瀬４７３－２ 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 047-361-0266
2668 松戸税務署 ２Ｆ総務課 松戸市 小根本５３－３ 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 047-363-1171
2669 千葉地方法務局 松戸支所 ２Ｆ待合所 松戸市 岩瀬４７３－２ 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 047-363-6278
2670 社会福祉法人未来保育園きぼうのたから 1階 松戸市 本町13-9 月～土（祝日を除く） 7：00～20：00 有 047-308-3088
2671 梨の花保育園 事務室 松戸市 高塚新田488-10 月～土（祝日を除く） 7：00～20：00 有 047-711-9880
2672 桜花保育園 事務室 松戸市 東松戸2-16-4 月～土（祝日を除く） 7：30～19：30 有 047-383-8555
2673 社会福祉法人未来保育園きぼうのつばさ 1階事務室 松戸市 根本12-16 月～土（祝日を除く） 7：00～20：00 有 047-710-9939

2674 八景台保育園たんぽぽルーム 事務室 松戸市
松戸新田373ガーデンビ
レッジ1065

月～土（祝日を除く）
7：00～19：00、土7：00
～17：00

有 047-710-8135

2675 新松戸幼稚園おひさまルーム 職員室 松戸市 新松戸3-256 月～金（祝日を除く） 7：00～19：00 有 047-344-4199

2676 ときわ平保育園さくらんぼルーム 事務室 松戸市
常盤平2-9-3クローバー
リーフ常盤平

月～金（祝日を除く） 7：00～19：00 有 047-702-3212

2677 （株）千葉銀行 五香支店 1階ロビー 松戸市 常盤平5-19-1 月～金（祝日を除く） 9：00～15：00 047-384-2021

2678 社会福祉法人竹友会 やわら木苑特別養護老人ホーム 玄関 松戸市 金ヶ作277 月～日（祝日を除く） 24時間 047-386-0213

2679 社会福祉法人竹友会 やわら木苑ショートステイ五香 玄関 松戸市 五香2-14-14 月～日（祝日を除く） 24時間 047-386-6238

2680 フィットネスガーデン馬橋 ２階フロント 松戸市
馬橋1890-1ウェルネス馬橋
２Ｆ

火～日 9：00～23：00 047-712-1234



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
2681 千葉銀行 松飛台支店 1階ロビー 松戸市 松飛台192-1 月～金（祝日を除く） 9：00～15：00 047-386-7111
2682 東日本旅客鉄道（株）東松戸駅 改札口 松戸市 東松戸1-143 - 5：00～0：30 050-2016-1600

2683 東松戸はなぞの眼科 院内 松戸市 東松戸2-3-2
月・火・水・金（祝日を除
く）

9：00～18：00 047-712-0015

2684 冨岡産婦人科 ２階手術室前 松戸市 小金原6-8-11 - 24時間 047-342-1078

2685 やはしら眼科 外来受付 松戸市 日暮2-8-37
月・水・木・金・土（祝日を
除く）

8：30～18：00 047-703-7901

2686 第一環境（株）常盤平営業所 窓口カウンター 松戸市 常盤平3-26-2 月～土（祝日を除く） 8：30～17：00 047-383-2100
2687 株式会社ダイエー新松戸店 １階調剤薬局横 松戸市 新松戸3-2-2 - 9：00～22：00 047-346-3111

2688 社会福祉法人陽光会特別養護老人ホーム東松戸ヒルズ 施設内 松戸市 紙敷1065-4 - 24時間 047-312-8633

2689 社会福祉法人親愛会音のゆりかご保育園 １Ｆ事務室 松戸市 東松戸1-2-34 月～金（祝日を除く） 9：00～18：00 047-712-1056
2690 社会福祉法人親愛会東松戸保育園 事務室 松戸市 紙敷3-8-11 月～金（祝日を除く） 7：00～19：00 047-387-4001
2691 社会福祉法人親愛会佑和保育園 1階事務室 松戸市 紙敷1194-4 月～金（祝日を除く） 8：30～19：00 047-711-6913
2692 認定こども園輝きの森幼児舎 事務室内 松戸市 紙敷1080-1 - 9：00～17：00 047-710-0002
2693 有料老人ホーム あさひガーデン松戸 不明 松戸市 栄町西３ー１０６６ 不明 - 047-331-6541
2694 松戸ミドリ幼稚園 事務室 松戸市 仲井町１－３２－６ - 7:30～19:30 047-308-2866

2695 エース松戸 フロント 松戸市
松戸1173-1RGMATSUD
BLD3F

月、火、金、土、日
月、火、木、金、日10:00
～23:00、土10:00～21:00

047-308-6272

2696 トラスコ中山 プラネット東関東 １Ｆ倉庫事務所 松戸市 上本郷２４１－１
月、火、水、木、金、土（祝
日を除く）

8:00～20:0 047-308-8341

2697 （株）めいとケア リハプラザしんまつど 玄関 松戸市 新松戸３－８９－４ 毎日 0:00～24:00 047-309-2121
2698 セントケア千葉 松戸馬橋デイサービスセンター 正面エントランス内 松戸市 栄町８－６１２－２ 月、火、水、木、金、土 8:30～17:30 047-703-1080

2699 羽根田歯科医院 診療室内 松戸市 小金４２８－１ 月～水、金、土
9:00～20:00(土曜は18:00ま
で)

047-309-4618

2700 （株）めいとケア グランドめいと中金杉 玄関 松戸市 中金杉２－７２ - 0:00～24:00 047-309-5255
2701 ＪＣＮコアラ葛飾 裏玄関内右 松戸市 新松戸３－５５ 毎日（年末年始を除く） 9:00～18:00 047-309-7000
2702 介護老人保健施設まつど徳州苑 ３Ｆナースステーション 松戸市 幸田１８０－１ - 24時間 047-309-7172
2703 あずみ苑グランデ 常盤平 １Ｆ事務所 松戸市 金ヶ作２３７－３ - 8:30～17:30 047-311-1165
2704 有料老人ホーム ハーモニー松戸 併設クリニック内 松戸市 五香西5-3-14 - 9:00～18:00 047-311-2666
2705 （株）めいとケア めいと介護支援センター 事務所 松戸市 常盤平２－２４－２ C-1 - 9:00～18:00 047-311-3141

2706 こうぜん保育園 事務所 松戸市 六実５－１－１ 月～土
7:00～19:00(土曜は17:00ま
で)

047-311-3711

2707 精工技研 本社工場 １Ｆ受付 松戸市 松飛台２９１－１ 毎日 24時間 047-311-5111
2708 精工技研 本社工場 ５Ｆ 松戸市 松飛台２９１－１ 毎日 24時間 047-311-5111
2709 精工技研 第四工場 ２Ｆ 松戸市 松飛台４１５－２ 平日 8:30～17:30 047-311-5111
2710 ケアハウスあすなろ 事務所 松戸市 金ヶ作138 - 0:00～24:00 047-311-6000
2711 パールショップともえ 松戸店 店舗入口左 松戸市 串崎新田１６２－１ - 8:30～22:45 047-311-6777
2712 特別養護老人ホーム あすなろ １Ｆ医務室 松戸市 金ヶ作１３９－１０ 毎日 24時間 047-311-7001
2713 創価学会 松戸池田講堂 １Ｆ玄関左警備室 松戸市 松飛台３３６－２３ - 9:00～23:00 047-311-7522
2714 アリーアメディカル 千葉工場 １Ｆ事務所脇通路 松戸市 松飛台３５７ 平日 8:15～17:00 047-311-8400
2715 （株）めいとケア めいと小金原新館 玄関 松戸市 小金原４－２６－６ - 0:00～24:00 047-312-0002
2716 プライブ 正面玄関右側 松戸市 新松戸３－１－２ - 9:00～21:00 047-312-0222
2717 （株）めいとケア リハぷらざ北小金 玄関 松戸市 大金平２－６７－１ - 0:00～24:00 047-312-0333
2718 （株）めいとケア めいと小金原 玄関 松戸市 小金原４－２６－１４ - 0:00～24:00 047-312-1110
2719 （株）めいとケア グランドめいと北小金 玄関 松戸市 殿平賀５６－１ - 0:00～24:00 047-312-1234
2720 日本リーテック 中央支店 事務所内 松戸市 上本郷７０１ 平日 9:00～17:30 047-312-2100
2721 （株）めいとケア めいと松戸運動公園 玄関 松戸市 上本郷４４５０ - 0:00～24:00 047-312-2250
2722 特別養護老人ホーム なでしこ 事務所 松戸市 中矢切２５９－１ - 9:00～17:00 047-312-3033

2723 梨香台診療所 １Ｆ 松戸市 高塚新田４８８－２５
月、火、水、木、金、土（祝
日を除く）

8:30～18:00 047-312-7301



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号

2724 八柱三和クリニック 診察室内 松戸市
日暮１－１６－２ 日暮ビ
ル２Ｆ

平日 8:30～17:00 047-312-8830

2725 アルドールテニスステージ北松戸 フロントカウンター 松戸市 新作２４０－３ ２Ｆ - 9:00～23:00 047-330-2177
2726 老人ホーム 松戸愛光園 １Ｆ事務室前 松戸市 高塚新田１２８－８ - 7:00～21:00 047-330-8125
2727 松戸ニッセイエデンの園 1号館ロビー 松戸市 高塚新田123-1 - 8:30～17:00 047-330-8270

2728 キッツスポーツスクエア北松戸 2階総合フロント 松戸市 上本郷358 月、火、水、金、土、日
月・火・水・金9:00～
23:30、土9:00～22:00、日
9:00～20:00ま

047-331-5197

2729 （有）元気介護支援サービス 本社 正面玄関 松戸市 中根５１７ 平日（月、火、水、木、金） 9:00～18:00 047-331-5353
2730 コナミ 五香エグザス館 フロント前 松戸市 常盤平5-1-6 月、水、木、金、土、日 9:00～24:00 047-331-6511
2731 （株）めいとケア グランドめいと松戸 玄関 松戸市 上本郷３９０６ - 0:00～24:00 047-331-7000
2732 （株）めいとケア キッズめいと 玄関 松戸市 上本郷３１２９ 月、火、水、木、金、土 7:30～19:00 047-331-8888
2733 流通経済大学 新松戸キャンパス 保健室前廊下 松戸市 新松戸３－２－１ 平日 9:00～18:00 047-340-0001
2734 （株）東日本宇佐美 流山街道 店内 松戸市 主水新田537-3 0:00～24:00 047-340-0181
2735 朝日信用金庫 馬橋支店 ＡＴＭコーナー 松戸市 西馬橋広手町７－１ - 8:00～19:00 047-340-1181
2736 松戸中央自動車学校 １Ｆ待合室 松戸市 根木内６８１－１ 火、水、木、金、土、日 9:00～20:00 047-340-2800
2737 はらだ小児科 診察室 松戸市 小金４４－８ 月、火、水、金 9:00～18:00 047-340-6767
2738 日立物流松戸研修所 正面玄関 松戸市 八ヶ崎緑町３４ 平日 8:30～17:00 047-341-1257
2739 新松戸東パークハウス 管理組合 エレベーターホール 松戸市 新松戸４－３２－１ - 24時間 047-341-1776
2740 自由宗教 一神会 神楽殿入口 松戸市 八ヶ崎4-55-3 - 0:00～24:00 047-341-2223
2741 千葉銀行 小金原支店 １Ｆロビー 松戸市 小金原６－１－１ 平日 9:00～15:00 047-341-4115

2742 とうかつ中央農業協同組合 小金支店 正面入口左側 松戸市 小金きよしヶ丘１－７－３ 平日 9:00～15:00 047-341-4151

2743 とうかつ中央農業協同組合 六和支店 正面入口左側奥 松戸市 西馬橋３－５４－１６ 平日 9:00～15:00 047-341-5125
2744 カーブス 新松戸 カウンター 松戸市 新松戸４－２０１ 月～土（祝日を除く） 10:00～19:30 047-342-0100
2745 新松戸南パークハウス Ａ棟 エントランスホール 松戸市 新松戸３－３２８ 月～土（祝日を除く） 9:00～17:00 047-342-2581
2746 新松戸南パークハウス Ｂ棟 エントランスホール 松戸市 新松戸３－３２８ 月～土（祝日を除く） 9:00～17:00 047-342-2581
2747 新松戸ファミールハイツ 集会場入口 松戸市 新松戸北２－１１－１ - 0:00～24:00 047-342-9149
2748 千葉銀行 新松戸支店 ロビー 松戸市 新松戸北１－３６１－２ 平日 9:00～15:00 047-343-5101

2749 新松戸未来館 １Ｆ廊下 松戸市 新松戸３－１－４
火、水、木、金、土、日（年
末年始を除く）

10:00～18:00 047-343-5111

2750 亀有信用金庫 松戸支店 店頭ロビー 松戸市 大金平４－２５２ 月～金（祝日を除く） 9:00～15:00 047-343-6111
2751 とうかつ中央農業協同組合 馬橋支店 正面入口右側 松戸市 馬橋１９３９－１ 平日 9:00～15:00 047-343-6800
2752 新松戸アゼリアパークハウス 管理センター正面玄関横 松戸市 新松戸３－３－２ - 9:00～18:00 047-343-7306
2753 アンビル自動車工業 事務所入口 松戸市 千駄堀１１０７－３ 月、火、木、金、土 8:00～18:30 047-344-0663
2754 マツモトキヨシ本社ビル １Ｆ 松戸市 新松戸東９－１ 月～金（祝日を除く） 9:00～18:00 047-344-5111
2755 マツモトキヨシ本社ビル １Ｆ 松戸市 新松戸東９－１ 月～金（祝日を除く） 9:00～18:00 047-344-5111
2756 マツモトキヨシ本社ビル ３Ｆ 松戸市 新松戸東９－１ 月～金（祝日を除く） 9:00～18:00 047-344-5111
2757 サンライトパストラル壱番街 Ｄ棟 エレベーターホール 松戸市 新松戸３－２９６ - 24時間 047-344-6251
2758 新松戸サンライトパストラル参番街 管理棟内 松戸市 新松戸5-178 - 9:00～17:00 047-344-9983
2759 新松戸中央総合病院 Ａ棟１Ｆ待合室 松戸市 新松戸１－３８０ - 終日 047-345-1111
2760 新松戸中央総合病院 Ａ２Ｆ待合室 松戸市 新松戸１－３８０ - 終日 047-345-1111
2761 サンライトパストラル弐番街 管理組合事務所入口 松戸市 新松戸６－７０ - 終日 047-345-2011
2762 コミュニティ五番街管理センター ２Ｆ階段下① 松戸市 新松戸７－７ - 24時間 047-345-7271
2763 コミュニティ五番街管理センター ２Ｆ階段下② 松戸市 新松戸７－７ - 24時間 047-345-7271
2764 サンライトパストラル七番街管理センター - 松戸市 新松戸３－２－３ 月～土（祝日を除く） 9:00～17:00 047-346-0851
2765 （株）とんでん 馬橋店 店内 松戸市 西馬橋幸町１５８ - 9:00～0:00 047-346-3071
2766 新松戸ユーカリパークハウス Ｃ棟エレベーターホール１Ｆ 松戸市 新松戸南２－２５ 平日 9:00～17:30 047-346-4600
2767 （株）めいとケア めいと北小金 玄関 松戸市 殿平賀９５ - 0:00～24:00 047-346-6216
2768 （株）めいとケア めいと北小金第２ 玄関 松戸市 小金上総町１０－１１ - 0:00～24:00 047-312-0112


