
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

2769 カーブス 馬橋店 カウンター横 松戸市 馬橋１８０５
月、火、水、木、金、土（祝
日を除く）

10:00～19:30 047-346-6303

2770 ユアスポーツクラブ新松戸 スタッフルーム 松戸市 新松戸3-300 毎日

月7:30～19:30、火・木・
金7:30～23:00、水12:00～
23:00、土9:00～19:00、日
9:00～19:00

047-347-0505

2771 剣幸会道場 １Ｆ道場 松戸市 新松戸南３－１５０－５ - - 047-347-6845
2772 パークハウス新松戸311管理組合 玄関ロビー 松戸市 新松戸３－１－１ 月～金（祝日を除く） 047-347-9061
2773 特別養護老人ホーム 陽光苑 １Ｆ正面玄関ロビー 松戸市 旭町２－２３８ - - 047-348-1866
2774 コナミスポーツ 北小金 6階フロント前 松戸市 小金1 - 8:00～24:00 047-348-2811
2775 特別養護老人ホーム まんさくの里 事務所 松戸市 八ヶ崎2-15-1 - 終日 047-348-8352
2776 京葉銀行 北小金支店 ロビー 松戸市 東平賀19-1 月～金（祝日を除く） 9:00～15:00 047-348-9001

2777 オーベル新松戸管理組合 １Ｆ管理事務室の横 松戸市 大谷口２６５－１－５０５ 月～金（祝日を除く） 9:00～17:00 047-349-0550

2778 スポーツクラブＮＡＳ松戸 フロント 松戸市 本町４－１ - 8:00～24:00 047-361-2188
2779 とうかつ中央 農業共同組合本店 1Ｆエレベーター出入口正面 松戸市 上本郷２２４３－１ 月～金（祝日を除く） 9:00～15:00 047-361-2201
2780 とうかつ中央 農業共同組合本店 正面客溜まり 松戸市 上本郷２２４３－１ 月～金（祝日を除く） 9:00～15:00 047-361-2201
2781 北総鉄道（株） 矢切駅 コンコース 松戸市 下矢切１２０ - 5:00～24:00 047-361-3154
2782 サントロぺ松戸店 １Ｆ警備室 松戸市 松戸１２８７－１ - 7:00～24:00 047-361-5283
2783 ライオンズステーションタワー松戸 玄関入口 松戸市 松戸１１３９－２ - 終日 047-361-5340
2784 宝酒造 松戸工場 表門守衛室 松戸市 新作１１１ - 終日 047-362-0261
2785 さかえ幼稚園 事務所 松戸市 栄町4-252 - 8:00～16:00 047-362-0532
2786 日立粉末冶金松戸事業所 警備所 松戸市 稔台５－２－１ - 8:00～17:00 047-362-1171
2787 京成バス 松戸営業所 事務所棟２Ｆ 松戸市 古ヶ崎１０１ - 5:00～23:00 047-362-1255

2788 さわらび保育園 園内 松戸市 栄町３－１８３
月、火、水、木、金、土（祝
日を除く）

7:00～19:00 047-362-1530

2789 松戸駅（新京成電鉄） 改札内 コンコース 松戸市 松戸1181 毎日 駅営業時間内 有 047-362-2014

2790 ほっち医院 院内 松戸市 松戸２０４４ 月～土（祝日を除く）
9:00～12:00、14:00～
19:00

047-362-2531

2791 ときわ 松戸テニスクラブ フロント裏 松戸市 上矢切１６２０ - 6:00～22:00 047-362-3047
2792 京葉銀行 松戸新田支店 ロビー 松戸市 仲井町１－４ 月～金（祝日を除く） 9:00～15:00 047-362-3211
2793 京葉銀行 矢切支店 ロビー 松戸市 三矢小台３－１９－５ 月～金（祝日を除く） 9:00～15:00 047-362-8011
2794 専修大学松戸中学校高等学校 体育館玄 松戸市 上本郷2-3621 平日 8:00～18:00 047-362-9101
2795 専修大学松戸中学校高等学校 中央館１F玄関 松戸市 上本郷2-3621 平日 8:00～18:00 047-362-9101
2796 専修大学松戸中学校高等学校 東館２F（中学校職員室前） 松戸市 上本郷2-3621 平日 8:00～18:00 047-362-9101
2797 栄町３丁目町会 松戸市 栄町３－１４５ - 終日 047-363-6326
2798 （株）伊勢丹 松戸店 警備本部内 松戸市 松戸1307-1 - 10:00～19:30 047-364-1111
2799 岩代鋼材 松戸工場 管理組合 松戸市 稔台３－５９－８ 毎日（年末年始を除く） 8:00～18:00 047-364-1656
2800 千葉銀行 松戸支店 １Ｆ営業室 松戸市 本町７－１０ 月～金（祝日を除く） 9:00～15:00 047-364-2101
2801 京葉銀行 松戸支店 ロビー 松戸市 松戸１７７６ 月～金（祝日を除く） 9:00～15:00 047-364-2171

2802 東葛クリニック病院 １Ｆ待合室ロビー 松戸市 樋野口８６５－２
月、火、水、木、金、土（祝
日を除く）

7:00～20:00 047-364-5121

2803 松戸ビルヂング 1階管理棟 松戸市 松戸1307-1 - 7:00～22:00 047-364-7450

2804 学校法人東京聖徳学園 保健センター内 松戸市 岩瀬550
月、火、水、木、金、土（祝
日を除く）

8:30～17:30 047-365-1111

2805 学校法人東京聖徳学園 情報システム科内 松戸市 岩瀬550
月、火、水、木、金、土（祝
日を除く）

8:30～17:30 047-365-1111

2806 セントケアホーム矢切 玄関 松戸市 下矢切９９－１１ - 7:00～19:30 047-365-1122
2807 松戸スクエアビル 玄関ロビー内 松戸市 松戸１２８１－２９ 月～土（祝日を除く） 8:00～20:00 047-365-3060
2808 とうかつ中央農業共同組合 稔台支店 正面入口左側 松戸市 稔台７－１－３ 月～金（祝日を除く） 9:00～15:00 047-365-4135
2809 とうかつ中央農業協同組合 古ヶ崎支店 正面入口左側 松戸市 古ヶ崎４－３４８９－１ 月～金（祝日を除く） 9:00～15:00 047-365-5131



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
2810 松戸公産（株） 事務所 松戸市 本町8-3 - 9:30～17:30 047-366-2121
2811 プチモール二ツ木 事務所 松戸市 二ﾂ木宮前1782-1 - 9:00～22:00 047-366-2121
2812 山形運輸 敷地内 松戸市 南花島３－３８－１１ - 終日 047-366-7220
2813 （株）吉野工業所 松戸工場 事務所 松戸市 稔台６－１－１ 平日 8:00～17:00 047-367-1141
2814 サウナカプセル インクレスト松戸 フロント 松戸市 本町１９－１８ - 終日 047-367-2681
2815 （株）めいとケア めいと松戸 玄関 松戸市 上本郷４４６６ - 0:00～24:00 047-367-3900
2816 （株）トーカン 事務所内 松戸市 稔台６－２－１ 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 047-367-9181

2817 内藤医院 診察室内 松戸市 栄町２－１０６
月、火、木、金、土（祝日を
除く）

9:00～19:00 047-368-0345

2818 内藤医院 施設内 松戸市 栄町２－１０６
月、火、木、金、土（祝日を
除く）

9:00～19:00 047-368-0345

2819 佐藤鉄工（株）松戸工場 事務室 松戸市 稔台６－５－１ 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 047-368-0511
2820 ＪＲ北小金駅 改札 松戸市 小金８ 毎日 始発から終電まで 047-368-1104
2821 ＪＲ新松戸駅 改札 松戸市 幸谷５７１－３ 毎日 始発から終電まで 047-368-1104
2822 ＪＲ馬橋駅 改札 松戸市 馬橋１２１ 毎日 始発から終電まで 047-368-1104
2823 ＪＲ北松戸駅 改札 松戸市 上本郷９０５ 毎日 始発から終電まで 047-368-1104
2824 （株）ボックスヒル松戸店 インフォメーション 松戸市 松戸1181 - 10:00～21:00 047-368-3131
2825 イトーヨーカドー 松戸店 2F受付 松戸市 松戸1149 - 10:00～23:00 047-368-5131
2826 コスモ松戸リバーサイド １Ｆ入口左 松戸市 松戸２１７２－１ 平日 8:00～16:40 047-368-5839
2827 コスモ松戸リバーサイド 施設内 松戸市 松戸２１７２－１ 平日 8:00～16:40 047-368-5839
2828 コスモ松戸リバーサイド 施設内 松戸市 松戸２１７２－１ 平日 8:00～16:40 047-368-5839
2829 コスモ松戸リバーサイド 施設内 松戸市 松戸２１７２－１ 平日 8:00～16:40 047-368-5839
2830 コスモ松戸リバーサイド 施設内 松戸市 松戸２１７２－１ 平日 8:00～16:40 047-368-5839
2831 日本大学松戸歯学部 管理棟１Ｆエレベーターホール 松戸市 栄町西2-870-1 - 9:00～22:30 047-360-9207
2832 日本大学松戸歯学部 校舎棟階段教室１Ｆ 松戸市 栄町西2-870-1 - 9:00～22:30 047-368-6111
2833 日本大学松戸歯学部 校舎棟階段２Ｆ 松戸市 栄町西2-870-1 - 9:00～22:30 047-368-6111
2834 日本大学松戸歯学部 保健室 松戸市 栄町西2-870-1 - 9:00～22:30 047-368-6111
2835 日本大学松戸歯学部 体育館１Ｆ入口 松戸市 栄町西2-870-1 - 9:00～22:30 047-368-6111
2836 ＰＣ ＤＥＰＯＴ 松戸店 店舗西側自動ドア付近 松戸市 新作２２５－１ - 10:15～22:00 047-369-0008
2837 創価学会 松戸文化会館 警備室 松戸市 上本郷209-2 - 9:00～23:00 047-369-1703
2838 ザバススポーツクラブ新松戸 3階事務カウンター 松戸市 新松戸4-20 月、火、水、金、土、日 9:30～23:00 047-374-5311
2839 ピーステージマックス １Ｆ店舗 松戸市 新松戸４－４２ - 8:30～24:00 047-374-6688
2840 親愛カトレア館 事務所 松戸市 紙敷３－１０－１ 平日 9:00～17:00 047-383-1852
2841 フィットネスクラブレフコ 4階フロント 松戸市 日暮5-194 - 10:00～21:30 047-383-6611
2842 コナミ 五香運動塾館 フロント前 松戸市 金ヶ作408-8 月、水、木、金、土、日 10:00～19:30 047-384-0911
2843 （株）応援家族 １Ｆフロントロビー 松戸市 五香４－２２－１１６ - 8:30～18:00 047-384-7088
2844 ダンロップインドアテニススクール常盤平 １Ｆ西側入口 松戸市 常盤平１－２１－１ - 9:00～22:00 047-384-7331

2845 朝日新聞 五香六実販売所 2階事務所 松戸市 六高台2-24
月、火、水、木、金、土（祝
日を除く）

2:00～20:00 047-384-8118

2846 特別養護老人ホーム 明尽苑 ２Ｆ廊下 松戸市 金ヶ作２９６－１ - 終日 047-385-2220
2847 千葉銀行 八柱支店 ロビー 松戸市 日暮１－３－１ 平日（祝日を除く） 9:00～15:00 047-385-3131
2848 とうかつ中央農業共同組合 松飛台支店 正面客溜り左側 松戸市 串崎南町１９ 平日（祝日を除く） 9:00～15:00 047-385-5050
2849 クリスタルスポーツクラブ八柱 フロント前 松戸市 常盤平陣屋前8-2 火、水、木、金、土 9:30～23:30 047-386-0058

2850 ゴルフレンジ らんらん倶楽部 １Ｆフロント脇 松戸市 金ヶ作３１２－４ -
6:00～23:00（悪天候時は
使用不可）

047-386-2746

2851 特別養護老人ホーム 松寿園 2階渡り廊下 松戸市 六高台2-19-2 - 終日 047-386-6357
2852 イトーヨーカ堂 八柱店 受付 松戸市 日暮１－１５－８ - 10:00～22:00 047-387-1121
2853 イトーヨーカ堂 八柱店 救護室 松戸市 日暮１－１５－８ - 10:00～22:00 047-387-1121
2854 学校法人六高台学園むつみ幼稚園 施設内 松戸市 六高台３－５０ 月～金（祝日を除く） 8:00～17:30 047-387-1706
2855 八柱駅（新京成電鉄） 改札内 コンコース 松戸市 日暮１－１－１６ 毎日 駅営業時間内 有 047-387-3451
2856 （株）京葉銀行 常盤平支店 ロビー 松戸市 常盤平５－２１－１１ 平日 9:00～15:00 047-387-4111



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
2857 五香駅（新京成電鉄） 改札内 コンコース 松戸市 金ヶ作４０８－８ 毎日 駅営業時間内 有 047-387-4394
2858 とうかつ中央農業共同組合 五香六実支店 １Ｆ店舗 松戸市 五香１－１６－３ 月～金（祝日を除く） 9:00～17:00 047-387-5115
2859 とうかつ中央農業共同組合 五香六実支店 2Ｆ店舗 松戸市 五香１－１６－３ 月～金（祝日を除く） 9:00～17:00 047-387-5115
2860 東武鉄道（株） 六実駅 改札口 松戸市 六実４－６－１ 毎日 始発から終電まで 047-387-6795
2861 とうかつ中央農業協同組合 常盤平支店 正面入口奥 松戸市 常盤平３－１－３ 月～金（祝日を除く） 9:00～15:00 047-387-7575
2862 イトーヨーカドーザ・プライス 五香店 受付 松戸市 常盤平５－２２－３ - 10:00～22:00 047-388-1131
2863 イトーヨーカドーザ・プライス 五香店 ２Ｆ事務所 松戸市 常盤平５－２２－３ - 10:00～22:00 047-388-1131
2864 亀有信用金庫 八柱支店 ロビー 松戸市 常盤平陣屋前６－２ 月～金（祝日を除く） 9:00～15:00 047-388-1205
2865 朝日信用金庫 ときわ平支店 ＡＴＭコーナー 松戸市 常盤平５－１６－７ 月～金（祝日を除く） 8:00～19:00 047-388-1211
2866 千葉銀行 常盤平支店 1Fロビー 松戸市 常盤平１－２９－３ - 9:00～15:00 047-388-1231
2867 京葉銀行 五香出張所 ロビー 松戸市 金ヶ作４０８ 平日 9:00～15:00 047-388-2811
2868 ときわ平ボウリングセンター ２Ｆフロント 松戸市 常盤平２－８－２ - 9:00～27:00 047-388-3000
2869 夢屋（パチンコ店） 店内カウンター脇 松戸市 常盤平5-23-1 - 10:00～22:45 047-388-3600
2870 社会福祉法人まつぼっくり 医務室 松戸市 六実1-64 平日 0:00～24:00 047-389-4172
2871 松戸六高台ベルパティオ 管理事務室前 松戸市 六高台８－２０ 24時間 047-389-8202

2872 中村歯科六高台診療所 院内 松戸市
六高台４－９３－１ 六実
マンション１Ｆ

月、火、水、金、土（使用不
可）

10:00～18:00 047-389-8341

2873 有料老人ホーム シーハーツ松戸 １Ｆ医務室 松戸市 河原塚１０１－３ - 9:00～18:00 047-391-1465
2874 （株）グリーン １Ｆ事務所 松戸市 紙敷８７９ - 8:00～17:30 047-391-1588
2875 セイコーインスツル 高塚事業所 南門警備室① 松戸市 高塚新田563 - 0:00～24:00 047-391-2103
2876 セイコーインスツル 高塚事業所 南門警備室② 松戸市 高塚新田563 - 9:00～24:00 047-391-2103
2877 セイコーインスツル 高塚事業所 南門警備室③ 松戸市 高塚新田563 - 9:00～24:00 047-391-2103
2878 とうかつ中央農業協同組合 和名ヶ谷支店 正面入口左側 松戸市 和名ヶ谷１４２８－１ 平日 9:00～15:00 047-391-6138
2879 特別養護老人ホーム 松峰苑 １Ｆ事務所 松戸市 高塚新田４８８－９ - 0:00～24:00 047-391-8100
2880 特別養護老人ホーム 南花園 医務室 松戸市 河原塚102-8 - - 047-392-0881
2881 特別養護老人ホーム 南花園 施設内 松戸市 河原塚102-8 - - 047-392-0881
2882 聖徳大学付属小学校 職員室 松戸市 秋山６００ 月～土（祝日を除く） 8:00～17:00 047-392-3111
2883 北総鉄道（株） 秋山駅 コンコース 松戸市 秋山１１２ - 5:00～24:00 047-392-3182
2884 北総鉄道（株） 東松戸駅 駅長室入口付近 松戸市 紙敷447 毎日 始発から終電まで 047-392-3235
2885 北総鉄道（株） 東松戸駅 施設内 松戸市 紙敷447 毎日 始発から終電まで 047-392-3235
2886 特別養護老人ホーム 第二南花園 １Ｆエントランスホール内 自販機脇 松戸市 紙敷１１８６－８ - 0:00～24:00 047-392-3336

2887 小松歯科医院 院内 松戸市 高塚新田５４９－７
月、火、水、金、土（祝日を
除く）

9:00～19:30 047-392-4180

2888 ケアハウスサンセットホーム 事務所 松戸市 日暮4-7-7 - 0:00～24:00 047-392-6681
2889 聖徳大学付属女子中学校・高等学校 職員室 松戸市 秋山６００ - 8:00～17:00 047-392-8111
2890 聖徳大学付属女子中学校・高等学校 保健室 松戸市 秋山６００ - 8:00～17:00 047-392-8111
2891 聖徳大学付属女子中学校・高等学校 体育室体育教官室 松戸市 秋山６００ - 8:00～17:00 047-392-8111

2892 専修大学松戸高等学校（第２運動場） グラウンド小屋内 松戸市 串崎新田182-10 グランド使用時
17:00～19:30（グランド使
用時に限る）

047-386-4890

2893 日本光電東関東（株） 千葉西営業所 事務所内 松戸市 紙敷４３３ 平日 9:00～17:40 047-394-1230
2894 あおぞらの里 六高台デイサービスセンター ２Ｆ静養室 松戸市 六高台７－２－１１ - 8:30～17:00 047-394-7122

2895 老人保健施設 千の星松戸 2階一般棟 松戸市 串崎新田189-4
火、水、金、土（祝日を除
く）

9:00～17:00 047-394-7811

2896 新松戸サンライトパストラル六番街 管理センター１Ｆ 松戸市 新松戸４－２７０ - 0:00～24:00 047-466-8590
2897 新松戸サンライトパストラル六番街 Ｂ棟エレベーターホール 松戸市 新松戸４－２７０ - 0:00～24:00 047-466-8590
2898 幸谷ふれあいホール 事務所 松戸市 幸谷６１３－１ 月、水、木、金、土、日 9:00～17:00のみ 047-702-7838
2899 スズデン 東京物流センター 事務所内 松戸市 上本郷７０１－７ 平日 9:00～17:45 047-703-4040
2900 ハイホーム松戸馬橋 １Ｆエントランス 松戸市 中根１０－１ 平日 8:00～17:00 047-703-5122
2901 （株）めいとケア めいと上本郷 玄関 松戸市 南花島３－５６－４９ - 0:00～24:00 047-703-5888
2902 （株）ユニディ松戸 常盤平店 正面入口 松戸市 牧の原２－３８ - 7:00～21:00 047-704-6331
2903 マブチモーター（株） 医務室 松戸市 松飛台430 平日 9:00～17:00 047-710-1662



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
2904 パチンコパラッツォ 馬橋店 Ｂ１Ｆ 松戸市 西馬橋蔵元町３－１ - 10:00～23:00 047-710-3151
2905 特別養護老人ホーム 芙蓉園 医務室 松戸市 幸田１５３ - - 047-711-5565
2906 ＪＲ松戸駅 松戸コンコース① 松戸市 松戸1-1181 毎日 始発から終電まで 050-2016-1600
2907 ＪＲ松戸駅 松戸コンコース② 松戸市 松戸1-1181 毎日 始発から終電まで 050-2016-1600
2908 ライオンズマンション松戸柿ノ木台 郵便受室内 松戸市 松戸６１８－１ - 8:30～17:00 090-4724-9962

2909 小羊保育園 １階ホール 松戸市 上矢切113 月～土（祝日を除く）
7：00～19：00、土7：00
～17：00

有 047-362-5916

2910 松戸ミドリ保育園 事務室 松戸市 仲井町1-32-6 - 7：30～19：30 有 047-308-2866

2911 社会福祉法人竹友会 子すずめ保育園 １階事務所 松戸市 日暮1-8-4 月～土（祝日を除く）
7：00～19：00、土7：00
～17：00

有 047-387-9874

2912 野菊野保育園 玄関 松戸市 野菊野5 月～土（祝日を除く）
7：00～19：00、土7：00
～17：00

有 047-365-8385

2913 金ヶ作保育園 事務室 松戸市 金ヶ作306 月～土（祝日を除く）
7：00～19：00、土7：00
～17：00

有 047-385-8863

2914 八景台保育園 職員室 松戸市 松戸新田605-58 月～土（祝日を除く）
7：00～19：00、土7：00
～17：00

有 047-364-7802

2915 三空保育園 事務室 松戸市 金ヶ作216-10 月～土（祝日を除く）
7：00～19：00、土7：00
～17：00

有 047-384-6959

2916 サンクス北松戸駅前店 店舗内 松戸市 上本郷897-1 毎日 24時間 無 047-367-5707
2917 サンクス松戸主水新田店 店舗内 松戸市 主水新田字太田473-13 毎日 24時間 無 047-374-5539
2918 サンクス北松戸駅西口店 店舗内 松戸市 上本郷911-2 毎日 24時間 無 047-364-0697
2919 サンクス松戸七畝割店 店舗内 松戸市 松戸2301-10 毎日 24時間 無 047-361-4735
2920 サンクス八柱駅北口店 店舗内 松戸市 日暮2-5-11 毎日 24時間 無 047-387-2739
2921 サンクス松戸稔台店 店舗内 松戸市 稔台1丁目12-3 毎日 24時間 無 047-364-7776
2922 サンクス松戸牧の原店 店舗内 松戸市 牧の原2-48-1 毎日 24時間 無 047-384-7756
2923 サンクス松戸駅前店 店舗内 松戸市 松戸字亀井1175 毎日 24時間 無 047-361-6100
2924 サンクス松戸日暮店 店舗内 松戸市 日暮五丁目228 毎日 24時間 無 047-394-5252
2925 サンクス松戸六高台九丁目店 店舗内 松戸市 六高台九丁目87 毎日 24時間 無 047-394-1251
2926 サンクス松戸五香西店 店舗内 松戸市 五香西二丁目1-12 毎日 24時間 無 047-394-0503
2927 サンクス北小金駅前店 店舗内 松戸市 小金442-14 毎日 24時間 無 047-344-9148
2928 サンクス松戸六高台店 店舗内 松戸市 六高台2-92 毎日 24時間 無 047-385-9128
2929 サンクス松戸西口店 店舗内 松戸市 本町20-12 毎日 24時間 無 047-703-1231
2930 サンクス松戸小金店 店舗内 松戸市 小金425 毎日 24時間 無 047-309-3808
2931 サンクス松戸ゆりの木通り店 店舗内 松戸市 西馬橋1-14-5 毎日 24時間 無 047-346-9348
2932 セブンイレブン常盤平駅南口店 店舗内 松戸市 常盤平2-9-3 毎日 24時間 無 047-311-3255
2933 セブンイレブン馬橋駅西口店 店舗内 松戸市 西馬橋蔵元町34 毎日 24時間 無 047-342-8181
2934 セブンイレブン松戸駅東口店 店舗内 松戸市 小根本20-21 毎日 24時間 無 047-368-2691
2935 セブンイレブン松戸郵便局前店 店舗内 松戸市 松戸1753 毎日 24時間 無 047-362-2045
2936 セブンイレブンきよしヶ丘店 店舗内 松戸市 小金きよしヶ丘2-7-16 毎日 24時間 無 047-344-8752
2937 セブンイレブン松戸小山店 店舗内 松戸市 小山495-1 毎日 24時間 無 047-363-5199
2938 セブンイレブン松戸常盤平駅前店 店舗内 松戸市 常盤平1-20-1 毎日 24時間 無 047-385-5728
2939 セブンイレブン松戸日暮店 店舗内 松戸市 日暮2-15-12 毎日 24時間 無 047-364-6726
2940 セブンイレブン松戸緑ヶ丘店 店舗内 松戸市 緑ヶ丘1-117-1 毎日 24時間 無 047-365-2033
2941 セブンイレブン松戸古ヶ崎店 店舗内 松戸市 古ヶ崎892 毎日 24時間 無 047-367-7626
2942 セブンイレブン松戸本町店 店舗内 松戸市 本町12-13 毎日 24時間 無 047-368-7778
2943 セブンイレブン松戸栗山店 店舗内 松戸市 栗山4-1 毎日 24時間 無 047-362-3638
2944 セブンイレブン松戸栄7丁目店 店舗内 松戸市 栄町7-552 毎日 24時間 無 047-364-2557
2945 セブンイレブン松戸南花島店 店舗内 松戸市 南花島1-3-5 毎日 24時間 無 047-364-7547
2946 セブンイレブン松戸三矢小台店 店舗内 松戸市 三矢小台4-3 毎日 24時間 無 047-363-5758
2947 セブンイレブン新松戸4丁目店 店舗内 松戸市 新松戸4-44-1 毎日 24時間 無 047-344-2827
2948 セブンイレブン松戸日暮6丁目店 店舗内 松戸市 日暮6-113 毎日 24時間 無 047-388-1425



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
2949 セブンイレブン松戸東部小学校前店 店舗内 松戸市 紙敷1586-2 毎日 24時間 無 047-392-7088
2950 セブンイレブン松戸六実1丁目店 店舗内 松戸市 六実1-25-20 毎日 24時間 無 047-388-1430
2951 セブンイレブン松戸丸山店 店舗内 松戸市 松戸新田22-3 毎日 24時間 無 047-368-6767
2952 セブンイレブン松戸千駄堀店 店舗内 松戸市 千駄堀1565 毎日 24時間 無 047-342-8661
2953 セブンイレブン松戸三ヶ月店 店舗内 松戸市 三ヶ月1338 毎日 24時間 無 047-349-0013
2954 セブンイレブン北松戸駅東口店 店舗内 松戸市 上本郷902-1 毎日 24時間 無 047-363-3398
2955 セブンイレブン松戸小金原4丁目店 店舗内 松戸市 小金原4丁目1-1 毎日 24時間 無 047-342-7176
2956 セブンイレブン松戸大金平2丁目店 店舗内 松戸市 大金平2-93 毎日 24時間 無 047-309-7511
2957 セブンイレブン松戸稔台店 店舗内 松戸市 稔台7丁目7-20 毎日 24時間 無 047-368-5002
2958 セブンイレブン松戸駅前店 店舗内 松戸市 本町18-8 毎日 24時間 無 047-364-7111
2959 セブンイレブン松戸常盤平セブンタウン店 店舗内 松戸市 常盤平3丁目10-1 毎日 24時間 無 047-383-0781
2960 セブンイレブン松戸五香駅西口店 店舗内 松戸市 常盤平5丁目19-1 毎日 24時間 無 047-384-6127
2961 セブンイレブン松戸古ヶ崎1丁目店 店舗内 松戸市 古ヶ崎1丁目3058番 毎日 24時間 無 047-366-8078
2962 セブンイレブン松戸上本郷駅前店 店舗内 松戸市 仲井町3丁目10-1 毎日 24時間 無 047-368-7302
2963 セブンイレブン松戸小金原店 店舗内 松戸市 栗ヶ沢笹塚819-18 毎日 24時間 無 047-389-3711
2964 セブンイレブン松戸桶野口店 店舗内 松戸市 桶野口935-6 毎日 24時間 無 047-360-7117
2965 セブンイレブン松戸六高台8丁目店 店舗内 松戸市 六高台8丁目128-1 毎日 24時間 無 047-388-3665
2966 セブンイレブン松戸松飛台店 店舗内 松戸市 松飛台392-1 毎日 24時間 無 047-387-3913
2967 セブンイレブン東松戸駅前店 店舗内 松戸市 東松戸4-2-16 毎日 24時間 無 047-392-5007
2968 セブンイレブン松戸馬橋ステーションモール店 店舗内 松戸市 馬橋字西ノ下179番１ 毎日 24時間 無 047-344-7887
2969 セブンイレブン松戸西馬橋広手町店 店舗内 松戸市 西馬橋広手町32 毎日 24時間 無 047-348-5160
2970 セブンイレブン松戸駅南店 店舗内 松戸市 松戸市本町1-1 毎日 24時間 無 047-368-7722
2971 セブンイレブン松戸栄町3丁目店 店舗内 松戸市 栄町3丁目149-12 毎日 24時間 無 047-363-5697
2972 セブンイレブン松戸河原塚店 店舗内 松戸市 河原塚159-3 毎日 24時間 無 047-392-7110
2973 セブンイレブン新松戸駅前店 店舗内 松戸市 新松戸1丁目485 毎日 24時間 無 047-348-1122
2974 セブンイレブン松戸大橋店 店舗内 松戸市 大橋237-1 毎日 24時間 無 047-392-7501
2975 セブンイレブン新松戸ゆりのき通り店 店舗内 松戸市 新松戸北1丁目3-1 毎日 24時間 無 047-341-7600
2976 セブンイレブン松戸きよしヶ丘3丁目店 店舗内 松戸市 小金きよしヶ丘3-11-6 毎日 24時間 無 047-344-3711
2977 セブンイレブン松戸六実駅前店 店舗内 松戸市 六実4-6-1 毎日 24時間 無 047-387-6098
2978 セブンイレブン新松戸2丁目店 店舗内 松戸市 新松戸2-2 毎日 24時間 無 047-343-5600
2979 セブンイレブン松戸松飛台駅北店 店舗内 松戸市 紙敷1丁目5番12 毎日 24時間 無 047-387-7767
2980 セブンイレブン新松戸けやき通り店 店舗内 松戸市 新松戸6-1-1 毎日 24時間 無 047-344-4750
2981 セブンイレブン松戸小金原団地店 店舗内 松戸市 小金原3丁目15-9 毎日 24時間 無 047-341-1500
2982 セブンイレブン松戸第五中学校前店 店舗内 松戸市 紙敷1183-3 毎日 24時間 無 047-391-5840
2983 セブンイレブン松戸陣ヶ前店 店舗内 松戸市 松戸2269-6 毎日 24時間 無 047-331-3270
2984 セブンイレブン松戸胡録台店 店舗内 松戸市 松戸新田109-10 毎日 24時間 無 047-364-6711
2985 セブンイレブン松戸八ヶ崎店 店舗内 松戸市 八ヶ崎1-30-15 毎日 24時間 無 047-342-0800
2986 セブンイレブン北松戸駅西口店 店舗内 松戸市 上本郷923-4 毎日 24時間 無 047-367-7500
2987 セブンイレブン松戸北小金店 店舗内 松戸市 大金平2-62-2 毎日 24時間 無 047-345-8477
2988 セブンイレブン松戸高砂通り店 店舗内 松戸市 本町17-11 毎日 24時間 無 047-364-7115
2989 セブンイレブン松戸西馬橋2丁目店 店舗内 松戸市 西馬橋2丁目11-1 毎日 24時間 無 047-342-7877
2990 セブンイレブン松戸南花島4丁目店 店舗内 松戸市 南花島4-68-26 毎日 24時間 無 047-367-0078
2991 セブンイレブン松戸根本店 店舗内 松戸市 根本135-1 毎日 24時間 無 047-367-1405
2992 セブンイレブン松戸市松戸店 店舗内 松戸市 松戸1227-1 毎日 24時間 無 047-365-5858
2993 セブンイレブン松戸八柱駅前店 店舗内 松戸市 日暮1-1-1 毎日 24時間 無 047-392-1800
2994 デイリーヤマザキ松戸西口店 店舗内 松戸市 本町２０－１０ 毎日 24時間 無 047-364-2068
2995 デイリーヤマザキ松戸駅東口店 店舗内 松戸市 松戸１１７８ 毎日 24時間 無 047-369-5515
2996 デイリーヤマザキ松戸本町店 店舗内 松戸市 本町２－３ 毎日 24時間 無 047-363-0480
2997 デイリーヤマザキ松戸六実店 店舗内 松戸市 六実１－１－１ 毎日 24時間 無 047-387-7361
2998 ファミリーマート松戸栄町店 店舗内 松戸市 栄町6-438-1 毎日 24時間 無 047-703-6880
2999 ファミリーマート松戸栄町西四丁目店 店舗内 松戸市 栄町西４－１１７１ー１ 毎日 24時間 無 047-308-7311



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
3000 ファミリーマート五香駅東口店 店舗内 松戸市 金ケ作４０８ 毎日 24時間 無 047-388-6553
3001 ファミリーマート古ヶ崎二丁目店 店舗内 松戸市 古ケ崎２ー３２３０ー２ 毎日 24時間 無 047-312-3008
3002 ファミリーマート松戸幸谷店 店舗内 松戸市 幸谷１５０７－２２ 毎日 24時間 無 047-309-3370
3003 ファミリーマート松戸幸田店 店舗内 松戸市 幸田２４１番１ 毎日 24時間 無 047-312-1071
3004 ファミリーマート松戸紙敷店 店舗内 松戸市 紙敷９３５ー１ 毎日 24時間 無 047-312-9510
3005 ファミリーマート松戸小金店 店舗内 松戸市 小金１６番地 毎日 24時間 無 047-374-5521
3006 ファミリーマート小金原二丁目店 店舗内 松戸市 小金原２ー９－８ 毎日 24時間 無 047-312-1050
3007 ファミリーマートむらた小金原店 店舗内 松戸市 小金原７－４－１ 毎日 24時間 無 047-341-9487
3008 ファミリーマート小金原八丁目店 店舗内 松戸市 小金原八丁目７－５ 毎日 24時間 無 047-374-4706
3009 ファミリーマート松戸東店 店舗内 松戸市 松戸１０１８－１ 毎日 24時間 無 047-308-2120
3010 ファミリーマート松戸新田西店 店舗内 松戸市 松戸新田２９５ー２ 毎日 24時間 無 047-308-5581
3011 ファミリーマート松戸新田駅前店 店舗内 松戸市 松戸新田４５６－２２ 毎日 24時間 無 047-308-2777
3012 ファミリーマート松戸上本郷店 店舗内 松戸市 上本郷１－３０６３ 毎日 24時間 無 047-703-1683
3013 ファミリーマート専大松戸高校前店 店舗内 松戸市 上本郷３６３５ 毎日 24時間 無 047-703-6040
3014 ファミリーマートキタハラ常盤平店 店舗内 松戸市 常盤平７－１９－１５ 毎日 24時間 無 047-388-9791
3015 ファミリーマートたかはし桜通り店 店舗内 松戸市 常盤平陣屋前８－１１ 毎日 24時間 無 047-384-9771
3016 ファミリーマート常盤平双葉町店 店舗内 松戸市 常盤平双葉町１３ー１ 毎日 24時間 無 047-394-5139
3017 ファミリーマート新松戸駅前店 店舗内 松戸市 新松戸１－４８２ 毎日 24時間 無 047-374-6003
3018 ファミリーマート新松戸六丁目店 店舗内 松戸市 新松戸６－１７ 毎日 24時間 無 047-346-3422
3019 ファミリーマート馬橋西口店 店舗内 松戸市 西馬橋幸町３５ 毎日 24時間 無 047-346-5568
3020 ファミリーマート松戸大金平店 店舗内 松戸市 大金平５－３７３－１ 毎日 24時間 無 047-309-6715
3021 ファミリーマート松戸中根長津町店 店舗内 松戸市 中根長津町１１９－２ 毎日 24時間 無 047-308-8613
3022 ファミリーマート北小金駅前店 店舗内 松戸市 東平賀２４１ 毎日 24時間 無 047-346-1125
3023 ファミリーマート松戸柿の木店 店舗内 松戸市 二十世紀が丘柿の木１ 毎日 24時間 無 047-308-5182

3024 ファミリーマート二十世紀が丘店 店舗内 松戸市 二十世紀が丘丸山町４１番 毎日 24時間 無 047-330-8850

3025 ファミリーマート新八柱駅前店 店舗内 松戸市 日暮１ー１６－１ 毎日 24時間 無 047-312-7336
3026 ファミリーマート京金馬橋駅前店 店舗内 松戸市 松戸市馬橋１２２ 毎日 24時間 無 047-346-1767
3027 ファミリーマート松戸駅西口店 店舗内 松戸市 本町１－１２ 毎日 24時間 無 047-308-6231
3028 ファミリーマート松戸本町店 店舗内 松戸市 本町７－３ 松屋ビル 毎日 24時間 無 047-703-6730
3029 ファミリーマート稔台一丁目店 店舗内 松戸市 稔台１－７－５ 毎日 24時間 無 047-331-9510
3030 ファミリーマートみのり台駅前通り店 店舗内 松戸市 稔台一丁目３０－３ 毎日 24時間 無 047-330-0808
3031 ファミリーマート松戸六高台二丁目店 店舗内 松戸市 六高台２丁目５２ー１ 毎日 24時間 無 047-311-3011
3032 ファミリーマート松戸和名ヶ谷店 店舗内 松戸市 和名ケ谷６８５番１ 毎日 24時間 無 047-330-8521

3033 ミニストップ日本大学松戸歯学部売店 店舗内 松戸市 栄町西２丁目８７０番地１ 毎日 24時間 無 047-368-0373

3034 ミニストップ下矢切栄町店 店舗内 松戸市 下矢切６８－２ 毎日 24時間 無 047-365-3855
3035 ミニストップ金ヶ作並木前店 店舗内 松戸市 金ヶ作２７４番地の７３ 毎日 24時間 無 047-386-7108
3036 ミニストップ松戸金ヶ作店 店舗内 松戸市 金ケ作９５－１３ 毎日 24時間 無 047-384-7599
3037 ミニストップ串崎新田店 店舗内 松戸市 串崎新田３７－２ 毎日 24時間 無 047-383-3873
3038 ミニストップ松戸五香８丁目店 店舗内 松戸市 五香８丁目３４－１０ 毎日 24時間 無 047-311-3207
3039 ミニストップ松戸駅前店 店舗内 松戸市 根本４６５番地の１ 毎日 24時間 無 047-312-5121
3040 ミニストップ松戸小金原店 店舗内 松戸市 小金原５丁目２９－２ 毎日 24時間 無 047-348-5558

3041 ミニストップ松戸小金清志町店 店舗内 松戸市 小金清志町３丁目３３番１ 毎日 24時間 無 047-309-8677

3042 ミニストップ松戸市大橋店 店舗内 松戸市 大橋１１２４番地の１ 毎日 24時間 無 047-330-8002

3043 ミニストップ東松戸駅東口店 店舗内 松戸市 東松戸１丁目２番地の１６ 毎日 24時間 無 047-311-5008

3044 ミニストップ馬橋東口店 店舗内 松戸市 馬橋１７９６ー１ 毎日 24時間 無 047-309-0766
3045 ローソンストア100馬橋駅東口店 店舗内 松戸市 馬橋92-3 毎日 24時間 無 047-340-2781
3046 ローソンストア100新松戸南店 店舗内 松戸市 新松戸南1-376 毎日 24時間 無 047-312-1499



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
3047 ローソンストア100松戸宮前町店 店舗内 松戸市 松戸1766 岡田ビル 毎日 24時間 無 047-703-5299
3048 ローソンストア100松戸東口店 店舗内 松戸市 松戸1294-1 毎日 24時間 無 047-703-1899
3049 ローソンストア100松戸馬橋店 店舗内 松戸市 西馬橋蔵元町156 毎日 24時間 無 047-309-5799
3050 ローソンストア100五香駅前店 店舗内 松戸市 常盤平5-20-2 毎日 24時間 無 047-311-3199
3051 ローソンストア100八柱店 店舗内 松戸市 日暮1-2-8 毎日 24時間 無 047-311-8199
3052 ローソンストア100北松戸店 店舗内 松戸市 北松戸2-6-8 毎日 24時間 無 047-331-9199
3053 宇田川㈱DDセルフ松戸 店舗内 松戸市 上本郷2895-1 毎日 24時間 無 047-363-5191
3054 コスモ石油販売㈱セルフ＆カーケア南花島 店舗内 松戸市 南花島3-44-13 毎日 24時間 無 047-368-9075
3055 出光リテール販売㈱プリテール松戸SS 店舗内 松戸市 松戸新田386-1 毎日 24時間 無 047-363-7151
3056 ㈱湯浅古ヶ崎給油所 店舗内 松戸市 古ヶ崎3-3311 毎日 24時間 無 047-363-3121
3057 出光興産㈱矢切SS 店舗内 松戸市 三矢小台3-1-5 毎日 24時間 無 047-362-2257
3058 コスモ石油販売㈱セルフ＆カーケア松戸 店舗内 松戸市 新松戸1-134 毎日 24時間 無 047-346-1388
3059 岡本石油㈱松戸東給油所 店舗内 松戸市 常盤平7-24-4 毎日 24時間 無 047-387-6206
3060 野田健康福祉センター １階入口 野田市 野田市柳沢２４ 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 04‐7124ー8155
3061 野田中央高等学校 職員玄関 野田市 野田市谷津713 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～17:00 無 04-7125-4108
3062 野田中央高等学校 体育研究室入口 野田市 野田市谷津713 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～17:00 無 04-7125-4108
3063 清水高等学校 保健室前廊下 野田市 野田市清水482 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 04-7122-4581
3064 清水高等学校 体育課研究室棟入口 野田市 野田市清水482 月～日 終日 無 04-7122-4581
3065 清水高等学校 セミナーハウス出入口 野田市 野田市清水482 月～日 終日 無 04-7122-4581
3066 関宿高等学校 管理棟１階事務室横 野田市 野田市木間ヶ瀬4376 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7198-5006
3067 関宿高等学校 体育館２階出入口前 野田市 野田市木間ヶ瀬4376 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7198-5006
3068 野田特別支援学校 保健室前廊下 野田市 野田市鶴奉147-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～17:30 有 04-7122-7270
3069 野田警察署 １階 野田市 宮崎１４７－４ 毎日利用可能 終日 有 04-7125-0110
3070 野田看護専門学校（野田市中根） １階受付前 野田市 中根３１６－１ 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 04-7121-0222

3071 関宿城博物館 １階エントランスホール受付 野田市 関宿三軒家１４３－４
原則、火～日、休館日は利用
不可

9:00～16:30 無 04-7196-1400

3072 七光台会館 1階トイレ脇 野田市 七光台242番地の1 火、水、木、金、土、日 9:00～17:45 04-7129-5087

3073 老人福祉センター 1階ホール 野田市 瀬戸270番地
月、火、水、木、金、土、日
（祝日を除く）

9:00～17:00 04-7138-2155

3074 関宿複合センター 1階ホール 野田市 木間ケ瀬619番地2 火、水、木、金、土、日 9:00～17:45 04-7198-3685
3075 木間ケ瀬公民館 1階正面玄関 野田市 木間ケ瀬2935番地 火、水、木、金、土、日 8:30～17:00 04-7198-3171
3076 島会館 会議室入口脇 野田市 山崎2549番地 火、水、木、金、土、日 9:00～17:45 04-7122-5170
3077 市民会館 菊の間前廊下 野田市 野田370番地の8 月、水、木、金、土、日 9:00～17:00 有 04-7124-6851
3078 谷吉会館 玄関正面 野田市 谷津1145番地の3 火、水、木、金、土、日 9:00～17:45 04-7129-8444
3079 川間公民館 玄関脇 野田市 中里556番地 火、水、木、金、土、日 8:30～17:00 有 04-7129-4002
3080 関宿公民館 玄関脇 野田市 関宿台町2558番地1 火、水、木、金、土、日 8:30～17:00 有 04-7196-1100
3081 北部公民館 玄関脇 野田市 谷津384番地 火、水、木、金、土、日 8:30～17:00 04-7122-3429

3082 中根地域福祉センター 玄関脇 野田市 中根31番地の1
月、火、水、木、金、土、日
（祝日を除く）

9:00～21:30 04-7125-0003

3083 南分署 施設内 野田市 二ッ塚139番地の91 毎日 0:00～24:00 有 04-7122-3210
3084 清水保育所 事務所内 野田市 清水881番地 平日 7:00～20:00 有 04-7122-5050
3085 南部梅郷公民館 事務所内 野田市 山崎1154番地の1 火、水、木、金、土、日 8:30～17:00 有 04-7122-5402
3086 あおい空 事務所内 野田市 鶴奉90番地 平日 8:30～17:15 有 04-7121-3741
3087 関宿心身障がい者福祉作業施設 事務所内 野田市 西高野334番地1 平日 8:30～17:00 有 04-7196-3818
3088 鈴木貫太郎記念館 事務所内 野田市 関宿町1273番地 火、水、木、金、土、日 9:00～17:00 有 04-7196-0102
3089 あさひセンタ― 事務所内 野田市 鶴奉264番地 平日 8:30～17:15 有 04-7122-1464
3090 こぶし園 事務所内 野田市 鶴奉88番地 平日 8:30～17:15 有 04-7124-9291
3091 農産物直販所 ゆめあぐり 事務所内 野田市 船形280番地の1 毎日 9:30～18:30 有 04-7120-8821
3092 こうのとりの里 事務所内 野田市 三ツ堀369番地 火、水、木、金、土、日 10:00～15:00 有 04-7197-1741
3093 第二清掃工場 事務所内 野田市 船形4236番地 平日 8:30～17:15 有 04-7127-1500
3094 東部公民館 事務所入り口脇 野田市 鶴奉174番地の4 火、水、木、金、土、日 8:30～17:00 有 04-7122-4202



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
3095 関宿中央公民館 事務所脇 野田市 東宝珠花253番地1 火、水、木、金、土、日 8:30～17:00 有 04-7198-2166
3096 二川公民館 受付正面 野田市 桐ヶ作51番地1 火、水、木、金、土、日 8:30～17:00 04-7196-2020

3097 関宿福祉センターやすらぎの郷 受付脇 野田市 古布内1944番地2
月、火、水、木、金、土、日
（祝日を除く）

9:00～21:30 有 04-7196-8341

3098 斎場 受付脇 野田市 目吹7番地の1 毎日 9:00～21:00 有 04-7122-3017
3099 関宿斎場 受付脇 野田市 中戸496番地 毎日 9:00～21:00 有 04-7196-3301
3100 七光台集会所（常駐無） 所内廊下 野田市 七光台49番地の6 施設利用時のみ 9:00～21:00 有 04-7127-2027
3101 島集会所（常駐無） 所内廊下 野田市 山崎2516番地 施設利用時のみ 9:00～21:00 有 04-7125-7944
3102 買物便利拠点(シルバーサロン） 店舗事務所内 野田市 野田679番地の2 平日 10:00～15:00 有 04-7197-2235
3103 春風館（道場）指定管理 道場内 野田市 野田376番地の1 毎日 9:00～21:00 04-7125-1212
3104 中根配水場 1階正面ロビー 野田市 中根324番地 平日 8:30～17:15 04-7124-5145
3105 文化センター（中央公民館） センター１階ホール 野田市 鶴奉5番地の1 火、水、木、金、土、日 9:00～22:00 有 04-7124-1558
3106 保健センター センター１階ホール 野田市 鶴奉7番地の4 平日 8:30～17:15 有 04-7125-1188
3107 関宿保健センター センター１階ホール 野田市 東宝珠花260番地1 平日 8:30～17:15 有 04-7198-5011
3108 南コミュニティーセンター センター１階ホール 野田市 山崎2008番地 毎日 9:00～21:00 有 04-7125-7991
3109 北コミュニティーセンター センター１階ホール 野田市 春日町16番地の1 毎日 9:00～21:00 有 04-7198-8822
3110 陸上競技場 競技場ホール 野田市 清水５０１番地 月、水、木、金、土、日 9:00～18:00 有 04-7125-1155
3111 北部小学校 玄関下駄箱上 野田市 谷津25番地の1 平日 8:00～17:00 04-7122-2748
3112 消防署北分署 施設内 野田市 船形1550番地の2 毎日 0:00～24:00 有 04-7129-3210
3113 消防署関宿分署 施設内 野田市 東宝珠花435番地1 毎日 0:00～24:00 有 04-7198-0119
3114 消防署関宿北出張所 施設内 野田市 西高野451番地4 毎日 0:00～24:00 有 04-7198-8119
3115 消防署 施設内 野田市 宮崎126番地の2 毎日 0:00～24:00 有 04-7124-0119
3116 消防署中央分署 施設内 野田市 中野台172番地 毎日 0:00～24:00 有 04-4122-2321
3117 岩名中学校 事務室内 野田市 岩名1700番地 平日 8:00～17:00 04--7122-5629
3118 みずき小学校 事務所脇 野田市 みずき3丁目2-3 平日 8:00～17:00 04-7121-4311
3119 福田公民館 受付脇 野田市 瀬戸970番地の1 火、水、木、金、土、日 8:30～17:00 有 04-7138-2407
3120 東部中学校 受付脇 野田市 目吹1500番地 平日 8:00～17:00 有 04-7122-3015
3121 七光台小学校 職員玄関脇 野田市 七光台20番地の1 平日 8:00～17:00 04-7127-1712
3122 柳沢小学校 職員玄関脇 野田市 柳沢139番地 平日 8:00～17:00 04-7124-6234
3123 川間小学校 職員玄関脇 野田市 中里934番地 平日 8:00～17:00 04-7129-4003
3124 二ッ塚小学校 職員玄関脇 野田市 二ツ塚485番地2 平日 8:00～17:00 04-7138-1677
3125 第二中学校 職員室 野田市 中根139番地 平日 8:00～17:00 有 04-7122-5534
3126 福田中学校 職員室 野田市 三ﾂ堀782番地 平日 8:00～17:00 有 04-7138-1452
3127 川間中学校 職員室玄関脇 野田市 中里136番地の1 平日 8:00～17:00 有 04-7129-4025
3128 南部中学校 職員室内 野田市 花井67番地 平日 8:00～17:00 有 04-7122-2508
3129 木間ヶ瀬中学校 職員室内 野田市 木間ケ瀬3393番地1 平日 8:00～17:00 有 04-7198-0218
3130 北部中学校 職員室内 野田市 谷津673番地 平日 8:00～17:00 有 04-7122-2866
3131 第一中学校 職員室内 野田市 野田829番地の1 平日 8:00～17:00 有 04-7122-5524
3132 二川中学校 職員室内 野田市 桐ケ作418番地 平日 8:00～17:00 有 04-7196-0004
3133 関宿中学校 職員室内 野田市 関宿台町2150番地 平日 8:00～17:00 有 04-7196-0113
3134 南部小学校 職員室内 野田市 山崎1503番地 平日 8:00～17:00 04-7122-2509
3135 中央小学校 職員室内 野田市 野田611番地 平日 8:00～17:00 04-7122-2116
3136 岩木小学校 職員室内 野田市 岩名2丁目12-1 平日 8:00～17:00 04-7129-5989
3137 宮崎小学校 職員室内 野田市 宮崎55番地 平日 8:00～17:00 04-7122-2362
3138 二川小学校 職員室内 野田市 桐ケ作464番地 平日 8:00～17:00 04-7196-0074
3139 関宿中央小学校 職員室内 野田市 東宝珠花234番地1 平日 8:00～17:00 04-7198-4321
3140 尾崎小学校 職員室内 野田市 尾崎1415番地 平日 8:00～17:00 04-7129-8166
3141 山崎小学校 職員室内 野田市 山崎2733番地 平日 8:00～17:00 04-7125-2938
3142 木間ヶ瀬小学校 職員室内 野田市 木間ケ瀬3640番地 平日 8:00～17:00 04-7198-0204
3143 東部小学校 職員室内 野田市 鶴奉220番地 平日 8:00～17:00 04-7122-3004
3144 福田第一小学校 職員室内 野田市 三ﾂ堀1372番地 平日 8:00～17:00 04-7138-2109
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3145 関宿小学校 職員室内 野田市 関宿台町171番地 平日 8:00～17:00 04-7196-0112
3146 福田第二小学校 職員室内 野田市 西三ケ尾988番地 平日 8:00～17:00 04-7138-0355
3147 清水台小学校 職員室入口 野田市 清水773番地 平日 8:00～17:00 04-7124-1191
3148 いちいのホール 本庁舎１階ホール 野田市 東宝珠花237番地1 毎日 8:30～17:15 有 04-7198-1111
3149 総合公園体育館 本庁舎１階ホール 野田市 清水958番地 月、水、木、金、土、日 9:00～21:00 有 04-7124-7930
3150 関宿総合公園体育館 本庁舎１階ホール 野田市 平井401番地 火、水、木、金、土、日 9:00～21:00 有 04-7198-8500
3151 市役所 本庁舎１階ホール 野田市 鶴奉7番地の1 毎日 8:30～17:15 有 04-7125-1111
3152 欅のホール 本庁舎１階ホール 野田市 中野台168番地の1 毎日 8:30～17:15 有 04-7123-7818
3153 複合老人ホーム楽寿園 ２階スタッフルーム 野田市 鶴奉264番地 毎日 0:00～24:00 有 04-7196-0102

3154 花輪保育所 事務所内 野田市 上花輪新町14番地
平日（土曜日は、開園時間
中）

7:00～20:00 有 04-7122-5050

3155 中根保育所 事務所内 野田市 中根30番地の1
平日（土曜日は、開園時間
中）

7:00～19:00 有 04-7122-5741

3156 東部保育所 事務所内 野田市 鶴奉228番地
平日（土曜日は、開園時間
中）

7:00～20:00 有 04-7122-7158

3157 南部保育所 事務所内 野田市 山崎1214番地
平日（土曜日は、開園時間
中）

7:00～22:00 有 04-7124-2221

3158 北部保育所 事務所内 野田市 谷津682番地の2
平日（土曜日は、開園時間
中）

7:00～20:00 有 04-7125-4697

3159 尾崎保育所 事務所内 野田市 尾崎1714番地
平日（土曜日は、開園時間
中）

7:00～20:00 有 04-7129-2009

3160 福田保育所 事務所内 野田市 木野崎1648番地の6
平日（土曜日は、開園時間
中）

7:00～19:00 有 04-7138-0577

3161 木間ケ瀬保育所 事務所内 野田市 木間ケ瀬3152番地1
平日（土曜日は、開園時間
中）

7:00～20:00 有 04-7198-3825

3162 乳児保育所 事務所内 野田市 中野台17番地
平日（土曜日は、開園時間
中）

7:00～19:00 有 04-7124-2224

3163 野田幼稚園 事務所内 野田市 野田793番地の8 平日 9:00～15:00 有 04-7122-2450
3164 関宿南部幼稚園 事務所内 野田市 木間ケ瀬3197番地 平日 9:00～15:00 有 04-7198-2075
3165 関宿中部幼稚園 事務所内 野田市 桐ケ作453番地1 平日 9:00～15:00 有 04-7196-2324
3166 七光台子ども館（学童保育所） 事務所内 野田市 七光台126番地の2 毎日 9:00～17:30 有 04-7127-2166

3167 二ツ塚学童保育所 事務所内 野田市 二ツ塚488番地
平日（土曜日は、開園時間
中）

13:30～19:00 有 04-7123-1717

3168 東葛地域農林業センター 事務所内 野田市 尾崎2241番地の1 平日 8:30～17:15 有 04-7127-0721
3169 青少年センター 事務所内 野田市 柳沢53番地 火、水、木、金、土、日 9：00～22：00 有 04-7125-2639
3170 野田市リサイクルセンター 事務所内 野田市 目吹331番地 平日 8:30～17:15 有 04-7126-0405
3171 木野崎農業構造改善センター（常駐無） 事務所内 野田市 木野崎891番地の1 施設利用時のみ 9:00～21:00 有 04-7138-3573
3172 西町集会所（常駐無） 玄関正面 野田市 関宿台町886番地1 施設利用時のみ 9:00～21:00 有 04-7196-0995
3173 川間体育館 事務所内 野田市 中里135番地 火、水、木、金、土、日 9:00～21:30 有 04-7129-4002
3174 宮崎学童保育所 事務所内 野田市 宮崎62番地の2 平日 13：30～19：00 有 04-7124-9105
3175 山﨑子ども館（学童保育所） 事務所内 野田市 山崎2742番地の5 毎日 9:00～17:30 有 04-7124-6739

3176 聖華保育園 事務所前 野田市 上三ケ尾454番地の1
平日（土曜日は、開園時間
中）

7:00～20:00 有 04-7138-2775

3177 コビープリスクールのだ保育園 事務所内 野田市 中野台564番地の2
平日（土曜日は、開園時間
中）

7:00～20:00 有 04-7121-0115

3178 コビープリスクールせきやど保育園 事務所内 野田市 なみき二丁目3-3
平日（土曜日は、開園時間
中）

7:00～20:00 有 04-7136-2211

3179 アスク七光台保育園 事務所内 野田市 谷津367番地
平日（土曜日は、開園時間
中）

7:00～20:00 有 04-7126-5221

3180 アスク川間保育園 事務所内 野田市 尾崎853番地の1
平日（土曜日は、開園時間
中）

7:00～20:00 有 04-7127-1515
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3181 コビープリスクールさくらのさと保育園 事務所内 野田市 桜の里1丁目1-5
平日（土曜日は、開園時間
中）

7:00～20:00 有 04-7192-7671

3182 すくすく保育園 本園 事務所内 野田市 山崎1952番地
平日（土曜日は、開園時間
中）

7:00～20:00 有 04-7126-5712

3183 すくすく保育園 分園 事務所内 野田市 山崎1134番地の1
平日（土曜日は、開園時間
中）

7:00～20:00 有 04-7126-5720

3184 南部第二学童保育所 玄関内 野田市 山崎1249番地の25
平日（土曜日は、開園時間
中）

13:00～19:00 有 04-7126-5714

3185 アスク古布内保育園 事務所内 野田市 古布内1527番地13
平日（土曜日は、開園時間
中）

7:00～20:00 有 04-7196-5161

3186 コビープリスクールあたご保育園 事務所内 野田市 宮崎101番地の1
平日（土曜日は、開園時間
中）

7:00～20:00 有 04-7199-3297

3187 千葉県生涯大学校 外房学園 ロビー 茂原市 本小轡319-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 0475-25-8228
3188 長生高等学校 保健室前 茂原市 茂原市高師286 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～21:30 無 0475-22-3378
3189 長生高等学校 グラウンド前非常階段 茂原市 茂原市高師286 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～21:30 無 0475-22-3378
3190 茂原高等学校 体育館正面入口内側 茂原市 茂原市高師1300 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～17:00 無 0475-22-4505
3191 茂原高等学校 保健室入口横 茂原市 茂原市高師1300 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～17:00 無 0475-22-4505
3192 茂原樟陽高等学校 職員室前 茂原市 茂原市上林283 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 0475-22-3315
3193 茂原樟陽高等学校 工業実習棟入口 茂原市 茂原市上林283（東郷） 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 0475-22-3315
3194 茂原樟陽高等学校 格技館玄関外 茂原市 茂原市上林283 月～日 終日 無 0475-22-3315
3195 茂原樟陽高等学校 体育館通路 茂原市 茂原市上林283 月～日 終日 無 0475-22-3315
3196 茂原警察署 １階 茂原市 早野新田７ 毎日利用可能 終日 有 0475-22-0110
3197 長生合同庁舎 1階ロビー 茂原市 茂原１１０２－１ 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 0475-22-1711
3198 東上総教育事務所 １階ホール 茂原市 八千代2-10 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 0475-23-8125
3199 長生の森公園 管理事務所 茂原市 押日816-1     無 0475-26-2474
3200 茂原市立豊岡幼稚園 職員室 茂原市 粟生野2653-1 平日 8:15～17:15 無 0475-34-8050

3201 茂原市立図書館 事務室 茂原市
千代田町1-6-1 サンヴェ
ル6F

開館日 9:00～19:00 0475-23-6151

3202 長生郡市広域市町村圏組合消防本部 本納分署 事務室 茂原市 本納2149－1 毎日 0:00～24:00 有 0475-34-2119
3203 図書館 受付 茂原市 八千代2-9 - 10:00～19:00 有 0475-23-6151
3204 長生郡市広域市町村圏組合消防本部 中央消防署 受付 茂原市 茂原598 - 0:00～24:00 無 0475-24-0119
3205 長生郡市広域市町村圏組合管理棟 １階玄関 茂原市 下永吉2101 平日 8:30～17:15 有 0475-23-0107
3206 茂原市役所 受付 茂原市 道表1 毎日 0:00～24:00 有 0475-20-1519
3207 茂原市役所 ２階フロアー 茂原市 道表1 毎日 0:00～24:00 有 0475-20-1519
3208 茂原市市民体育館 事務室 茂原市 高師2165 毎日（年末年始を除く） 9:00～21:00 無 0475-23-2811
3209 茂原市市民体育館 自動販売機 茂原市 高師2165 毎日（年末年始を除く） 9:00～21:00 無 0475-23-2811
3210 富士見公園 管理事務所 茂原市 東郷2078 毎日（年末年始を除く） 8:15～17:15 0475-22-4646
3211 茂原市役所本納支所 事務室 茂原市 本納1741-1 毎日（平日？） 8:30～17:15 無 0475-34-2111
3212 茂原市立東中学校 職員室 茂原市 東郷301 平日 8:00～16:30 無 0475-24-2141
3213 茂原市立冨士見中学校 職員室 茂原市 押日1468 平日 8:00～16:30 無 0475-23-7145
3214 茂原市立茂原中学校 職員玄関前 茂原市 高師427 平日 8:00～16:30 有 0475-22-2320
3215 茂原市立南中学校 職員玄関前 茂原市 上永吉1185-2 平日 7:00～20:00 無 0475-23-8825
3216 茂原市立本納中学校 職員室 茂原市 本納1623 平日 8:00～16:30 有 0475-34-2074
3217 茂原市立早野中学校 職員玄関前 茂原市 早野206-1 平日 8:00～18:30 無 0475-25-0951
3218 茂原市立西陵中学校 職員室 茂原市 緑ヶ丘1-53 平日 8:00～16:30 無 0475-22-8011
3219 茂原市立東郷小学校 職員室 茂原市 谷本142 平日 8:00～16:30 無 0475-22-2834
3220 茂原市立豊田小学校 職員室 茂原市 長尾156 平日 8:00～16:30 無 0475-22-3779
3221 茂原市立二宮小学校 職員玄関前 茂原市 国府関1415－1 平日 8:00～16:30 無 0475-22-3221
3222 茂原市立茂原小学校 職員玄関前 茂原市 茂原614 平日 8:00～16:30 無 0475-23-5155
3223 茂原市立西小学校 体育館 茂原市 茂原1229-1 毎日 8:00～21:00 有 0475-22-3719
3224 茂原市立五郷小学校 職員室前廊下 茂原市 綱島1185 平日 8:00～16:30 有 0475-24-1161
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3225 茂原市立鶴枝小学校 職員玄関 茂原市 上永吉955 平日 8:00～16:30 有 0475-22-2829
3226 茂原市立萩原小学校 職員玄関前 茂原市 萩原町1-17 平日 8:00～16:30 無 0475-24-2161
3227 茂原市立中の島小学校 職員室前玄関 茂原市 中の島町451 平日 8:00～16:30 有 0475-22-3910
3228 茂原市立本納小学校 職員室 茂原市 本納1987 平日 8:00～16:30 有 0475-34-2031
3229 茂原市立新治小学校 職員室 茂原市 下太田150 平日 8:00～18:00 有 0475-34-3154
3230 茂原市立豊岡小学校 職員室 茂原市 弓渡255 平日 8:00～16:30 無 0475-34-7757
3231 茂原市立東部小学校 職員玄関 茂原市 東部台1-9-1 平日 8:00～16:30 有 0475-23-5184
3232 茂原市立緑ヶ丘小学校 職員玄関 茂原市 緑ヶ丘4-38 平日 8:00～16:30 無 0475-22-0789
3233 総合市民センター 事務室 茂原市 町保13-20 毎日（祝日を除く） 8:30～19:00 有 0475-24-9511

3234 豊岡福祉センター 受付窓口 茂原市 粟生野2675-4
毎日（祝日、年末年始を除
く）

8:30～19:00 有 0475-34-8321

3235 五郷福祉センター 事務室 茂原市 綱島656 毎日（祝日を除く） 8:30～19:00 有 0475-25-7880
3236 豊田福祉センター 事務室 茂原市 長尾148 毎日（年末年始を除く） 8:30～19:00 有 0475-26-1105
3237 二宮福祉センター 事務室 茂原市 国府関1683-1 月、火、水、木、金、土 8:30～19:00 有 0475-26-3740
3238 福祉作業所あゆみの家 事務室 茂原市 本小轡319-1 平日 8:30～17:15 有 0475-24-9135
3239 東郷保育所 職員室 茂原市 谷本1795 月、火、水、木、金、土 7:30～19:00 有 0475-22-2832
3240 豊田保育所 職員室 茂原市 長尾2103-1 月、火、水、木、金、土 7:30～19:00 有 0475-22-5056
3241 鶴枝保育所 職員室 茂原市 上永吉1013-1 月、火、水、木、金、土 7:30～19:00 有 0475-22-4709
3242 二宮保育所 職員室 茂原市 国府関1536-1 月、火、水、木、金、土 7:30～19:00 有 0475-22-4894
3243 五郷保育所 職員室 茂原市 綱島102 月、火、水、木、金、土 7:30～19:00 有 0475-22-5539

3244 新治保育所 職員室 茂原市 下太田5
毎日（祝日、年末年始を除
く）

8:30～19:00 有 0475-34-2286

3245 中の島保育所 職員室 茂原市 下永吉787 月、火、水、木、金、土 7:30～19:00 有 0475-24-1894
3246 町保保育所 職員室 茂原市 町保555-28 月、火、水、木、金、土 7:30～19:00 有 0475-22-2544
3247 朝日の森保育所 職員室 茂原市 茂原1016 月、火、水、木、金、土 7:30～19:00 有 0475-22-3126
3248 本納保育所 職員室 茂原市 本納3302-1 平日 7:30～19:00 有 0475-34-3155
3249 中央学校給食共同調理場 事務室 茂原市 小林1978 平日 8:00～17:00 有 0475-24-6920
3250 中央公民館/市民会館 事務室 茂原市 茂原101 毎日（年末年始を除く） 8:30～17:15 有 0475-22-5072
3251 鶴枝公民館 事務室 茂原市 上永吉1012 平日 8:30～17:15 有 0475-25-1834

3252 本納公民館 事務室 茂原市 本納1600
毎日（祝日、年末年始を除
く）

8:30～17:15 有 0475-34-2349

3253 美術館・郷土資料館 1階ロビー 茂原市 高師1345-1 毎日（年末年始を除く） 8:30～17:00 有 0475-26-2131
3254 五郷幼稚園 職員室 茂原市 早野17-1 平日 8:30～17:15 有 0475-23-5185
3255 新茂原幼稚園 職員室 茂原市 上林56-2 平日 8:30～17:15 有 0475-24-8710
3256 中の島幼稚園 職員室 茂原市 下永吉1056-2 平日 8:30～17:15 有 0475-24-8720
3257 社会教育センター/背少年指導センター 事務室 茂原市 千代田町2-8-20 平日 8:30～17:15 有 0475-22-5090
3258 保健センター 事務室 茂原市 高師3001 平日 8:30～17:15 有 0475-25-3336

3259 東部台文化会館 1階階段前 茂原市 東部台1-7-15
毎日（偶数月の第2木曜・年末
年始を除く）

8:30～21:00 有 0475-23-8711

3260 長生郡市広域水道部 事務所 茂原市 高師395-2 平日 8:30～17:15 有 0475-23-9491
3261 茂原税務署 3階総務課 茂原市 高師台1-5-1 平日 8:30～17:00 有 0475-22-2166
3262 茂原労働基準監督署 ２階事務所 茂原市 萩原3-20-3 平日 8:30～17:15 無 0475-22-4551
3263 JA長生本納給油所 サービスルーム 茂原市 法目1257 月、火、水、木、金、土 8:00～19:30 無 0475-34-4001
3264 JA長生本納支所 ホール 茂原市 本納1747 平日 8:30～17:00 無 0475-34-2233
3265 イオン茂原店 １階 食品売り場 茂原市 六ツ野2799-4 毎日 9:00～20:00 有 0475-24-2511
3266 スリーセブン ニューみやこ茂原店 店内（景品交換所） 茂原市 綱島880-1 - 9:00～23:30 無 0475-26-0777
3267 せんどう茂原店 サービスルーム 茂原市 早野1051 毎日（年末年始を除く） 9:30～21:00 有 0475-26-2331
3268 トワーズ茂原店 景品交換所前 茂原市 早野2129-3 毎日 10:00～22:45 有 0475-26-7577
3269 パチンコ ピーワン ホール 茂原市 高田564-1 毎日（休業日を除く） 10:00～23:00 無 0475-34-1355
3270 茂原ショッピングプラザ アスモ １階 インフォメーション 茂原市 高師1735 - 10:00～20:00 有 0475-25-5511
3271 沢井製薬（㈱）関東工場 管理棟 事務室 茂原市 東郷1900-1 - 8:30～17:10 有 0475-23-3261



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
3272 ジャック＆ベティ茂原店 ホール内 茂原市 小轡770-3 毎日（休業日を除く） 10:00～22:40 有 0475-27-1007
3273 (株)小名木川ギアー ホール 茂原市 法目1525 毎日 0:00～24:00 0475-34-4536
3274 JA長生東郷支所 ロビー 茂原市 小轡112 平日 8:30～17:00 無 0475-23-8181
3275 ホンダカーズ千葉茂原北店 ショールーム内 茂原市 北塚1222 毎日（定休日を除く） 10:00～18:00 無 0475-22-1011
3276 コージ本舗茂原工場 玄関 茂原市 本納3210-20 平日 9:00～17:30 有 0475-30-9631

3277 長生郡市温水センター スポーツプラザイースト フロント前 茂原市 下永吉1815 火、水、木、金、土、日
火～金10:00～20:00、土
10:30～21:00、日10:30～
19:00

0475-25-2181

3278 ムーンレイクゴルフクラブ 事務所 茂原市 長尾1647 - 7:00～19:00 0475-22-8317
3279 ＪＳＳ茂原スポーツクラブ 事務室 茂原市 北塚1068 月、火、水、木、金、土 9:30～21:00 無 0475-27-2580
3280 真名カントリークラブ クラブハウス 茂原市 真名1744 - 6:00～18:00 有 0475-24-5211
3281 真名カントリークラブ マスター室 茂原市 真名1744 - 6:00～18:00 有 0475-24-5211
3282 （株）ジャパンディスプレイ 正面警備所 茂原市 早野3300 - 0:00～24:00 無 0475-23-1111
3283 双葉電子工業（株） 本社 エントランスホール 茂原市 大芝629 - 0:00～24:00 0475-24-1111
3284 （株）日立ヘルスケアマニュファクチャリング 従業員入口 茂原市 三ヶ谷1754 平日 8:50～17:20 無 0475-26-2981

3285 （株）日立物流 事務所 茂原市 下永吉255 -
0:00～24:00（警備員駐在
時）

無 0475-24-5171

3286 三井化学（株） 茂原分工場 正面警備室 茂原市 東郷1900番地 - 0:00～24:00 0475-23-0111
3287 三井化学（株） 茂原研究・開発センター 守衛所 茂原市 東郷1144 - 0:00～24:00 0475-23-0120
3288 グループホーム ガーデンコート茂原 事務所 茂原市 高師2144-11 - 0:00～24:00 無 0475-27-3336
3289 関東天然瓦斯開発（株） 茂原工業所 事務所１Ｆ 茂原市 茂原661 平日 8:15～17:00 0475-23-1313
3290 千葉銀行 茂原支店 １Ｆロビー 茂原市 茂原365-1 平日 9:00～15:00 0475-24-2111
3291 （株）協和ハウジング本社 １Ｆロビー 茂原市 東部台3-3-3 平日 8:30～19:00 0475-23-3323
3292 GLBE茂原店 正面入口 茂原市 東茂原15-18 毎日 10:00～22:45 無 0475-27-3366

3293 東郷福祉センター 事務室 茂原市 谷本1887-1
毎日（祝日、年末年始を除
く）

8:30～19:00 有 0475-25-5882

3294 妙中鉱業（株） 社員食堂 茂原市 大芝452 平日 8:00～17:00 無 0475-24-0140
3295 トーヨーカラー（株）茂原工場 事務所 茂原市 東郷1430 平日 8:30～17:00 有 0475-22-2191
3296 JA長生本所(茂原支所) 正面玄関 茂原市 高師1153 月、火、水、木、金 8:30～17:00 無 0475-24-5111
3297 JA長生 鶴枝支所 入口 茂原市 上永吉854-4 - - -
3298 (株)大多喜ガス 1F受付入口 茂原市 茂原661 月、火、水、木、金、土 9:00～17:30 無 0475-22-0527
3299 介護老人保健施設つくも苑 スタッフルーム（２F） 茂原市 六ッ野1841-1 - 0:00～24:00 有 0475-25-5335
3300 児童愛護会長生厚生園 スタッフルーム 茂原市 立木477 - 0:00～24:00 無 0475-24-2003
3301 ＴＯＴＯハイリビング株式会社 工場内 茂原市 本納3210-1 月～金 8:30～17:20 無 0475-34-3555
3302 私立茂原北陵高等学校 職員室 茂原市 吉井上128 月～金 8:20～17:05 有 0475-34-3211

3303 パーラーアップル茂原店 店内 茂原市 新小轡23-1
毎日利用可能（休業日を除
く）

10:00～22:45 有 0475-22-0100

3304 茂原スパジオ 店内 茂原市 法目935-1 - - 0475-30-4466
3305 京葉銀行・緑ヶ丘支店 ロビー（通路） 茂原市 緑ヶ丘1-42-1 平日 9:00～15:00 無 0475-22-1151
3306 ケアセンターかずさ スタッフルーム２Ｆ 茂原市 高師台3-3-3 月、火、水、木、金、土 8:30～17:00 無 0475-27-4111
3307 ケアセンターかずさ スタッフルーム３F 茂原市 高師台3-3-3 月、火、水、木、金、土 8:30～17:00 無 0475-27-4111
3308 JR茂原駅 改札前 茂原市 町保1 毎日 5:00～24:30 有
3309 印旛健康福祉センター成田支所 事務室 成田市 加良部３－３－１ 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 0476-26-7231
3310 成田西陵高等学校 本館玄関内 成田市 成田市松崎20 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 0476-26-8111
3311 成田西陵高等学校 農場管理棟１階フラワーデザイン室 成田市 成田市松崎20 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 0476-26-8111
3312 成田西陵高等学校 格技館１階体育教官室内 成田市 成田市松崎20 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 0476-26-8111
3313 成田国際高等学校 職員室入口 成田市 成田市加良部3-16 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0476-27-2610
3314 成田国際高等学校 格技場入口 成田市 成田市加良部3-16 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0476-27-2610
3315 成田北高等学校 管理棟１階保健室付近 成田市 成田市玉造5-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0476-27-3411
3316 下総高等学校 管理特別教室棟１階玄関内 成田市 成田市名古屋247(大菅） 月～金 土日祝日は利用不可 8:10～16:40 無 0476-96-1161
3317 下総高等学校 寄宿舎１階玄関内 成田市 成田市名古屋247(大菅） 月～金 土日祝日は利用不可 8:10～16:40 無 0476-96-1161
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3318 下総高等学校 農場管理室１階玄関内 成田市
成田市名古屋247（久井
崎）

月～日 8:10～16:40 無 0476-96-1161

3319 成田警察署 １階 成田市 加良部３－５ 毎日利用可能 終日 有 0476-27-0110
3320 成田国際空港警察署 １階 成田市 古込字込前１３３ 毎日利用可能 終日 有 0476-32-0110
3321 成田国際空港警備隊 １階 成田市 三里塚１－２５ 毎日利用可能 終日 有 0476-33-1010
3322 豊住第1スポーツ広場 成田市 南羽鳥570-20 利用者がいる時間のみ 利用者がいる時間のみ 有
3323 豊住第2スポーツ広場 成田市 竜台1744 利用者がいる時間のみ 利用者がいる時間のみ 有
3324 久住第1スポーツ広場 成田市 久住中央4-23-1 利用者がいる時間のみ 利用者がいる時間のみ 有
3325 久住第2スポーツ広場 成田市 小泉1131 利用者がいる時間のみ 利用者がいる時間のみ 有
3326 公津スポーツ広場 トイレ 成田市 下方693-2 毎日 0:00～24:00 有
3327 中郷スポーツ広場 成田市 新泉19 利用者がいる時間のみ 利用者がいる時間のみ 有
3328 八生第1スポーツ広場 倉庫 成田市 宝田1733 利用者がいる時間のみ 利用者がいる時間のみ 有
3329 八生第2スポーツ広場 公民館壁 成田市 松崎317 毎日 0:00～24:00 有
3330 遠山スポーツ広場 成田市 本城103-22 利用者がいる時間のみ 利用者がいる時間のみ 有
3331 ニュータウンスポーツ広場 トイレ 成田市 台方1415 毎日 0:00～24:00 有
3332 成田市役所 １階正面入口脇 成田市 花崎町760 毎日 0:00～24:00 有 22-1111
3333 成田市役所 危機管理課 貸出用① 4階防災無線室（入口施錠） 成田市 花崎町760 平日 8:30～17:15 有 0476-20-1523
3334 成田市役所 危機管理課 貸出用② 4階防災無線室（入口施錠） 成田市 花崎町760 平日 8:30～17:15 有 0476-20-1523
3335 成田市役所 危機管理課 貸出用③ 4階防災無線室（入口施錠） 成田市 花崎町760 平日 8:30～17:15 有 0476-20-1523
3336 成田中学校 保健室 成田市 土屋928-1 学校登校日 校舎開鍵時 無 0476-22-0304
3337 成田中学校 体育館入口前 成田市 土屋928-1 毎日 0:00～24:00 有 22-0304
3338 遠山中学校 職員室 成田市 大清水19 学校登校日 校舎開鍵時 無 0476-35-0128
3339 遠山中学校 体育館入口前 成田市 大清水19 毎日 0:00～24:00 有 35-0128
3340 西中学校 保健室 成田市 加良部5-11 学校登校日 校舎開鍵時 無 0476-26-2606
3341 西中学校 体育館入口前 成田市 加良部5-11 毎日 0:00～24:00 有 26-2606
3342 中台中学校 玄関 成田市 中台4-2 学校登校日 校舎開鍵時 無 0476-26-4201
3343 中台中学校 体育館入口前 成田市 中台4-2 毎日 0:00～24:00 有 26-4201
3344 吾妻中学校 廊下 成田市 吾妻1-24 学校登校日 校舎開鍵時 無 0476-26-6167
3345 吾妻中学校 体育館入口前 成田市 吾妻1-24 毎日 0:00～24:00 有 26-6167
3346 下総中学校 体育館入口前 成田市 名古屋 1214 毎日 0:00～24:00 有 96-0135
3347 大栄中学校 廊下 成田市 伊能125 学校登校日 校舎開鍵時 無 0476-73-4820
3348 大栄中学校 体育館入口前 成田市 伊能125 毎日 0:00～24:00 有 73-4820
3349 玉造中学校 体育館入口前 成田市 玉造3-7 毎日 0:00～24:00 有 27-0677
3350 玉造中学校 玄関 成田市 玉造3-7 学校登校日 校舎開鍵時 無 0476-27-0677
3351 成田小学校 保健室 成田市 幸町948-1 学校登校日 校舎開鍵時 有 0476-22-1334
3352 成田小学校 体育館入口前 成田市 幸町948-1 毎日 0:00～24:00 有 22-1334
3353 公津小学校 職員室 成田市 台方851 学校登校日 校舎開鍵時 有 0476-26-2467
3354 公津小学校 体育館入口前 成田市 台方851 毎日 0:00～24:00 有 26-2467
3355 平成小学校 保健室 成田市 飯仲50-1 学校登校日 校舎開鍵時 有 0476-22-1361
3356 平成小学校 体育館入口前 成田市 飯仲50-1 毎日 0:00～24:00 有 22-1361
3357 八生小学校 職員室 成田市 松崎1468 学校登校日 校舎開鍵時 有 0476-26-8038
3358 八生小学校 体育館入口前 成田市 松崎1468 毎日 0:00～24:00 有 26-8038
3359 豊住小学校 保健室 成田市 北羽鳥1985-2 学校登校日 校舎開鍵時 有 0476-37-0004
3360 豊住小学校 体育館入口前 成田市 北羽鳥1985-2 毎日 0:00～24:00 有 37-0004
3361 神宮寺小学校 職員室 成田市 玉造5-28 学校登校日 校舎開鍵時 有 0476-26-3677
3362 神宮寺小学校 体育館入口前 成田市 玉造5-28 毎日 0:00～24:00 有 26-3677
3363 中台小学校 職員室 成田市 中台1-4 学校登校日 校舎開鍵時 有 0476-27-0753
3364 中台小学校 体育館入口前 成田市 中台1-4 毎日 0:00～24:00 有 27-0753
3365 向台小学校 職員室 成田市 中台3-6 学校登校日 校舎開鍵時 有 0476-26-4812
3366 向台小学校 体育館入口前 成田市 中台3-6 毎日 0:00～24:00 有 26-4812
3367 大須賀小学校 職員室 成田市 伊能547 学校登校日 校舎開鍵時 有 0476-73-2255
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3368 大須賀小学校 体育館入口前 成田市 伊能547 毎日 0:00～24:00 有 73-2255
3369 桜田小学校 職員室 成田市 桜田941 学校登校日 校舎開鍵時 有 0476-73-3232
3370 桜田小学校 体育館入口前 成田市 桜田941 毎日 0:00～24:00 有 73-3232
3371 前林小学校 職員室 成田市 前林430 学校登校日 校舎開鍵時 有 0476-73-3344
3372 前林小学校 体育館入口前 成田市 前林430 毎日 0:00～24:00 有 73-3344
3373 川上小学校 保健室 成田市 多良貝245-308 学校登校日 校舎開鍵時 有 0476-73-3434
3374 川上小学校 体育館入口前 成田市 多良貝245-308 毎日 0:00～24:00 有 73-3434
3375 遠山小学校 職員室 成田市 小菅1411 学校登校日 校舎開鍵時 有 0476-35-0022
3376 遠山小学校 体育館入口前 成田市 小菅1411 毎日 0:00～24:00 有 0476-35-0022
3377 加良部小学校 保健室 成田市 加良部6-8 学校登校日 校舎開鍵時 有 0476-26-3517
3378 下総みどり学園（下総小学校） 職員室 成田市 名古屋 1214 学校登校日 校舎開鍵時 有 96-0135
3379 下総みどり学園（下総中学校） 玄関 成田市 名古屋 1214 学校登校日 校舎開鍵時 無 96-0135
3380 美郷台小学校（体育館） 体育館入口前 成田市 美郷台2-19-1 毎日 0:00～24:00 有 23-6011
3381 公津の杜小学校（体育館） 体育館入口前 成田市 公津の杜3-2 毎日 0:00～24:00 有 29-7770
3382 久住中学校（体育館） 体育館入口前 成田市 久住中央 2-1 毎日 0:00～24:00 有 36-0602
3383 久住小学校（体育館） 体育館入口前 成田市 久住中央3-12-1 毎日 0:00～24:00 有 36-0006
3384 三里塚小学校（体育館） 体育館入口前 成田市 本三里塚153-1 毎日 0:00～24:00 有 35-0049
3385 本城小学校（体育館） 体育館入口前 成田市 本城178-1 毎日 0:00～24:00 有 35-5533
3386 新山小学校（体育館） 体育館入口前 成田市 加良部4-23 毎日 0:00～24:00 有 26-6767
3387 加良部小学校（体育館） 体育館入口前 成田市 加良部6-8 毎日 0:00～24:00 有 26-3517
3388 玉造小学校（体育館） 体育館入口前 成田市 玉造3-4 毎日 0:00～24:00 有 28-3133
3389 吾妻小学校（体育館） 体育館入口前 成田市 吾妻2-6 毎日 0:00～24:00 有 27-9060
3390 橋賀台小学校（体育館） 体育館入口前 成田市 橋賀台3-4 毎日 0:00～24:00 有 27-2531
3391 津富浦小学校（体育館） 体育館入口前 成田市 津富浦1093 毎日 0:00～24:00 有 73-2277
3392 （仮称）豊住ふれあい健康館 体育館入口前 成田市 北羽鳥1975-3 毎日 0:00～24:00 有 37-2766

3393 遠山児童ホーム 保育室 成田市 小管1411
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

8:00～18:30 有 35-5353

3394 こども発達支援センター 事務室 成田市 赤坂1-3-1 平日 8:30～17:15 有 26-9918

3395 成田公民館 １階受付脇壁面 成田市 田町299-2 開館日
9:00～21:00（夜間の利用
がない時は、17時まで）

有 24-0787

3396 加良部公民館 １階玄関脇壁面 成田市 加良部3-4-1 開館日
9:00～21:00（夜間の利用
がない時は、17時まで）

有 28-7961

3397 橋賀台公民館 １階玄関脇壁面 成田市 橋賀台1-43-1 開館日
9:00～21:00（夜間の利用
がない時は、17時まで）

有 26-9695

3398 玉造公民館 １階玄関脇壁面 成田市 玉造7-21 開館日
9:00～21:00（夜間の利用
がない時は、17時まで）

有 26-3644

3399 公津公民館 １階玄関脇壁面 成田市 宗吾1-839-1 開館日
9:00～21:00（夜間の利用
がない時は、17時まで）

有 26-9610

3400 八生公民館 １階受付脇壁面 成田市 松崎317 開館日
9:00～21:00（夜間の利用
がない時は、17時まで）

有 27-1533

3401 中郷公民館 １階玄関脇壁面 成田市 赤荻1587-1 開館日
9:00～21:00（夜間の利用
がない時は、17時まで）

有 22-4614

3402 久住公民館 １階受付脇壁面 成田市 幡谷922-2 開館日
9:00～21:00（夜間の利用
がない時は、17時まで）

有 36-1646

3403 豊住公民館 １階ホール脇壁面 成田市 北羽鳥2024-1 開館日
9:00～21:00（夜間の利用
がない時は、17時まで）

有 37-1003

3404 遠山公民館 １階受付カウンター 成田市 大清水48-7 開館日
9:00～21:00（夜間の利用
がない時は、17時まで）

有 35-0600

3405 大栄公民館 １階受付カウンター 成田市 松子393 開館日
9:00～21:00（夜間の利用
がない時は、17時まで）

有 73-7071



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

3406 空の駅さくら館 メインエントランス脇 成田市 駒井野1353-1 毎日
9:00～18:00（11月～3月は
17:00まで）

無 33-3309

3407 勤労会館 ２階事務室内 成田市 不動ヶ岡1113-1 毎日（年末年始を除く） 8:30～17:15 有 22-7992

3408 三里塚御料牧場記念館 事務室 成田市 三里塚御料1-34
火、水、木、金、土、日（閉
館日を除く）

9:00～16:30 無 35-0422

3409 下総歴史民俗資料館 事務室 成田市 高岡1500
火、水、木、金、土、日（閉
館日を除く）

9:00～16:30 無 96-0080

3410 文化芸術センター 4F 事務室 成田市 花崎町 828-11
火、水、木、金、土、日（閉
館日を除く）

9:00～21:30（夜間の利用
がない時は19:00まで）

有 20-1133

3411 保健福祉館大栄分館 事務室窓口カウンター 成田市 松子413-1
毎日（祝日・年末年始・第4日
曜日を除く）

8:30～17:15 有 73-2500

3412 のぞみの園 本館1階事務室内 成田市 江弁須96-3
平日（祝祭日・年末年始を除
く）

8:30～17:30 無 26-1131

3413
赤坂ふれあいセンター※老人福祉センターから移転設
置。  （Ｈ26.8.31 老人福祉センター廃止）

事務室 成田市 赤坂2-1-14 毎日（年末年始を除く）
9:00～21:00（夜間の利用
がない時は19:00まで）

有 26-0236

3414 八生児童ホーム 保育室 成田市 松崎1468
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

8:00～18:30 有 27-8533

3415 公津児童ホーム 保育室 成田市 台方851
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

8:00～18:30 有 26-7799

3416 下総児童ホーム 保育室 成田市 名古屋1214
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

8:00～18:30 有 96-2823

3417 赤坂保育園 事務室 成田市 赤坂2-1-1
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

月～金7:00～20:00、土
7:00～18:00

有 20-6900

3418 公津の杜中学校 玄関 成田市 公津の杜5－29 学校登校日 校舎開鍵時 無 20-5511
3419 滑河運動施設 体育館入口前 成田市 滑川1142 毎日 0:00～24:00 有 96-0024
3420 高岡運動施設 体育館入口前 成田市 大和田151 毎日 0:00～24:00 有 96-0076
3421 十余三運動施設 体育館入口前 成田市 十余三27-3 毎日 0:00～24:00 有 32-0181
3422 中郷運動施設 体育館入口前 成田市 赤荻1574 毎日 0:00～24:00 有 22-4614
3423 中台運動公園体育館 事務室 成田市 中台5-2 毎日（元旦以外） 9:00～21:00 有 26-7251

3424 中台運動公園陸上競技場 事務室 成田市 中台5-2
毎日（12月29日～1月3日以
外）

9:00～21:00 有 26-7251

3425 中台運動公園野球場兼プール 管理棟 成田市 中台5-2 開設期間中 9:00～17:00 有 26-7251
3426 中台運動公園相撲場 場内 成田市 中台5-2 利用者がいる時間のみ 利用者がいる時間のみ 有 26-7251
3427 中台運動公園テニスコート 倉庫 成田市 中台5-2 利用者がいる時間のみ 利用者がいる時間のみ 有 26-7251

3428 教育センター 2階教育支援センター入口 成田市 花崎町143-6
平日（祝日・年末年始を除
く）

8:30～17:15 有 20-2922

3429 公津の杜コミュニティセンター（もりんぴあこうづ） １Ｆ事務室 成田市 公津の杜4-8
毎日（第4月曜（祝日にあたる
場合はその翌日）、年末年始
（12/29～1/3）を除く）

9:00～21:00 無 27-5252

3430 いずみ聖地公園 斎場事務室内 成田市 東和泉655 毎日 8:30～17:00 有 36-2292

3431 成田クリーンヒル管理事務所 管理事務所内 成田市 吉倉127-18
火、水、木、金、土、日（12
月27日から1月5日を除く）

9:00～17:00 有 23-4626

3432 成田市リサイクルプラザ 事務室 成田市 小泉344-1
毎日（祝日・年末年始をを除
く）

8:30～17:15 有 36-1000

3433 成田富里いずみ清掃工場 中央操作室(工場内) 成田市 小泉344-1 毎日 0:00～24:00 有 36-1689

3434 荒海共生プラザ
健康ルーム（施設玄関から入って右奥の部
屋）

成田市 荒海716
開館日（月曜日、祝日の翌
日、年末年始以外）

10:00～18:00 有 36-2278

3435 生涯大学校 事務室前 成田市 囲護台1385-6
月、火、水、木、金、土（閉
館日を除く）

9:00～17:00 無 0476-20-3339

3436 保健福祉館 保健福祉館受付カウンター 成田市 赤坂1-3-1
毎日（祝日・年末年始・第4日
曜日を除く）

8:30～20:30 有 0476-27-5000
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3437 急病診療所 事務室窓口 成田市 赤坂1-3-1 毎日
月～土19:00～23:00、日・
祝10:00～17:00

有 0476-27-1116

3438 大谷津運動公園 野球場・プールに設置 成田市 押畑952-3 毎日（元旦以外） 9:00～21:00 有 0476-22-5242

3439 下総運動公園 事務室 成田市 高岡1435
毎日（12月27日～1月5日以
外）

9:00～21:00 有 0476-96-0090

3440 大栄Ｂ＆Ｇ海洋センター 事務室 成田市 一坪田388
火、水、木、金、土、日（12
月29日～1月3日以外）

9:00～21:00 有 0476-73-5110

3441 北羽鳥多目的広場 プレハブ内 成田市 北羽鳥139-1 利用者がいる時間のみ 利用者がいる時間のみ 有 0476-20-1584

3442 中央公民館 1階受付脇壁面 成田市 赤坂1-1-3 開館日
9:00～21:00（夜間の利用
がない時は、17:00まで）

有 0476-27-5911

3443 図書館 １階カウンター 成田市 赤坂1-1-3
毎日（月曜（祝日にあたる場
合はその翌日）、年末年始
（12/29～1/3）を除く）

9:30～19:00、9:30～17:00 有 0476-27-4646

3444 成田観光館 1Fロビー 成田市 仲町383-1
火、水、木、金、土、日（月
曜が祝日の場合は翌日を除
く）

9:00～17:00 無 0476-24-3232

3445 生涯学習会館 事務室 成田市 花崎町523-1
火、水、木、金、土、日（閉
館日を除く）

9:00～21:00 有 22-3958

3446 まちかどふれあい館 ホール 成田市 上町559-1
火、水、木、金、土、日（月
曜が祝日の場合は翌日を除
く）

9:00～17:00 有 -

3447 成田児童ホーム 保育室 成田市 幸町948-1
月～土（祝日・年末年始を除
く）

8:00～18:30 有 0476-24-2207

3448 美郷台児童ホーム 体育館隣接 成田市 美郷台2-19-1
月～土（祝日・年末年始を除
く）

8:00～18:30 有 0476-23-4888

3449 美郷台地区会館 事務室前 成田市 美郷台3-3-9
火、水、木、金、土、日（閉
館日を除く）

9:00～21:00（利用のある
場合に限り）

有 0476-24-4352

3450 公津の杜児童ホーム 体育館隣接 成田市 公津の杜3-2
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

8:00～18:30 有 0476-27-3900

3451 印東体育館 事務室 成田市 船形186-2
火、水、木、金、土、日（12
月28日～1月5日以外）

9:00～21:00 有 0476-28-6078

3452 平成児童ホーム 保育室 成田市
江弁須617-2(平成小学校体
育館隣接)

月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

8:00～18:30 有 0476-27-1212

3453 卸売市場 管理事務所 成田市 飯仲42-2 毎日 0:00～24:00 有 0476-23-0021
3454 大谷津運動公園プール 成田市 押畑952-3 開設期間中 9:00～17:00 有 0476-23-1625

3455 坂田ヶ池総合公園 事務所内 成田市 大竹1450 毎日（年末年始を除く）
8:30～17:00（宿泊の予約
があるときは24時間）

有 0476-29-1161

3456 松崎保育園 事務室 成田市 松崎2163-1
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

月～金7:00～19:00、土
7:00～18:00

有 0476-26-8282

3457 赤荻保育園 事務室 成田市 赤荻1042
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

月～金7:00～19:00、土
7:00～18:00

有 0476-24-0752

3458 久住児童ホーム 保育室 成田市 久住中央3-12-1
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

8:00～18:30 有 0476-36-2282

3459 久住体育館 事務室 成田市 幡谷922-6
火、水、木、金、土、日(12月
29日～1月3日以外）

9:00～21:00 有 0476-36-1708

3460 久住パークゴルフ場 事務室 成田市 土室818-2
火、水、木、金、土、日(12月
29日～1月3日以外）

9:00～17:00 有 0476-40-9060

3461 豊住児童ホーム 保育室（旧豊住中学校内) 成田市 北羽鳥1975-3
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

8:00～18:30 有 0476-37-2610

3462 長沼保育園 事務室 成田市 長沼495-3
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

月～金7:00～19:00、土
7:00～18:00

有 0476-37-0005
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3463 市営東和田駐車場 出入口付近 成田市 東和田396-3 毎日 7:00～18:15 無 0476-24-0779

3464 十余三パークゴルフ場 事務室 成田市 十余三64-1
火、水、木、金、土、日(12月
29日～1月3日以外）

9:00～17:00 有 0476-36-6811

3465 三里塚コミュニティセンター １Ｆ事務室 成田市 三里塚２
毎日（月曜（祝日にあたる場
合はその翌日）、年末年始
（12/29～1/3）を除く）

9:00～21:00 有 0476-40-4880

3466 美郷台小学校 保健室 成田市 美郷台2-19-1 学校登校日 校舎開鍵時 有 0476-23-6011
3467 公津の杜小学校 職員室 成田市 公津の杜3-2 学校登校日 校舎開鍵時 有 0476-29-7770
3468 久住中学校 職員室 成田市 久住中央2-1 学校登校日 校舎開鍵時 無 0476-36-0602
3469 久住小学校 職員室 成田市 久住中央3-12-1 学校登校日 校舎開鍵時 有 0476-36-0006
3470 三里塚小学校 保健室 成田市 本三里塚153-1 学校登校日 校舎開鍵時 有 0476-35-0049

3471 三里塚児童ホーム 保育室 成田市 本三里塚153-1
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

8:00～18:30 有 0476-35-0857

3472 本城児童ホーム 体育館内 成田市 本城178-1
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

8:00～18:30 有 0476-35-3399

3473 八富成田斎場 事務室内 成田市 吉倉124-11 毎日(1月1日～1月3日を除く） 8:30～17:00 有 0476-23-4511

3474 子ども館 1階事務室 成田市 加良部3-3-1
火、水、木、金、土、日（休
館日を除く)

9:00～19:00 有 0476-20-6300

3475 本城小学校 職員室 成田市 本城178-1 学校登校日 校舎開鍵時 有 0476-35-5533
3476 新山小学校 職員室 成田市 加良部4-23 学校登校日 校舎開鍵時 有 0476-26-6767

3477 新山児童ホーム 保育室 成田市 加良部4-23
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

8:00～18:30 有 0476-26-7500

3478 新山保育園 事務室 成田市 加良部4-24
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

月～金7:00～19:00、土
7:00～18:00

有 0476-28-2527

3479 加良部児童ホーム 保育室 成田市 加良部6-8
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

8:00～18:30 有 0476-28-7233

3480 玉造保育園 事務室 成田市 玉造３-３
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

月～金7:00～19:00、土
7:00～18:00

有 0476-26-8889

3481 玉造小学校 職員室 成田市 玉造3-4 学校登校日 校舎開鍵時 有 0476-28-3133

3482 玉造児童ホーム 保育室 成田市 玉造3-4
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

8:00～18:30 有 0476-29-3550

3483 神宮寺児童ホーム 保育室 成田市 玉造5-28
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

8:00～18:30 有 0476-26-5115

3484 吾妻小学校 職員室 成田市 吾妻2-6 学校登校日 校舎開鍵時 有 0476-27-9060

3485 吾妻児童ホーム 保育室 成田市 吾妻2-6
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

8:00～18:30 有 0476-26-2400

3486 中台児童ホーム 保育室 成田市 中台1-4
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

8:00～18:30 有 0476-27-1907

3487 中台第二保育園 事務室 成田市 中台1-5
月、火、水、木、金、土（祝
日・年始を除く）

月～金7:00～19:00、土
7:00～18:00

有 0476-29-6676

3488 中台保育園 事務室 成田市 中台3-5
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

月～金7:00～19:00、土
7:00～18:00

有 0476-27-9023

3489 向台児童ホーム 保育室 成田市 中台3-6
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

8:00～18:30 有 0476-27-6651

3490 橋賀台保育園 事務室 成田市 橋賀台2-23-1
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

(月～金)7:00～20:00、土
7:00～18:00

有 0476-28-0676

3491 橋賀台小学校 職員室 成田市 橋賀台3-4 学校登校日 校舎開鍵時 有 0476-27-2531

3492 橋賀台児童ホーム 保育室 成田市 橋賀台3-4
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

8:00～18:30 有 0476-27-3303



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

3493 下総支所 保健福祉館下総分館 １階 成田市 猿山1080
月、火、水、木、金（祝日・
年末年始を除く）

8:30～17:15 有 0476-96-1111

3494 小御門保育園 事務室 成田市 名古屋1144-1
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

月～金7:00～19:00、土
7:00～18:00

有 0476-96-2362

3495 高岡保育園 事務室 成田市 大和田156
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

月～金7:00～19:00、土
7:00～18:00

有 0476-96-0042

3496 大栄支所 大栄支所１階ロビー 成田市 松子366
月、火、水、木、金（祝日・
年末年始を除く）

8:30～17:15 有 0476-73-2111

3497 大栄保育園 事務室 成田市 一坪田406-1
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

月～金7:00～19:00、土
7:00～18:00

有 0476-73-3000

3498 大栄幼稚園 職員室 成田市 臼作115
月、火、水、木、金（祝日・
年末年始・夏休み期間を除く)

8:30～17:15 有 0476-73-8005

3499 国保大栄診療所 国保大栄診療所 診察室 成田市 吉岡289-1
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

9:00～17:00 有 0476-73-2333

3500 津富浦小学校 職員室 成田市 津富浦1093 学校登校日 校舎開鍵時 有 0476-73-2277

3501 津富浦児童ホーム 保育室 成田市 津富浦1093
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

8:00～18:30 有 0476-73-5859

3502 川上児童ホーム 保育室 成田市 多良貝245-308
月、火、水、木、金、土（祝
日・年末年始を除く）

8:00～18:30 有 0476-73-6415

3503 国際文化会館 事務室 成田市 土屋303
火、水、木、金、土、日（閉
館日を除く）

9:00～21:00（利用のある
場合に限り）

有 23-1331

3504 JR駅前観光案内所 案内所内 成田市 花崎町839 毎日 8:30～17:15 無 24-3198

3505 ナスパ・スタジアム 事務室 成田市 一坪田410-1
毎日（12月29日～1月3日以
外）

9:00～21:00 有 0476-49-0130

3506 玉造小学校（新規） 職員室 成田市 玉造3-4 学校登校日 校舎開鍵時 有 28-3133
3507 吾妻小学校（新規） 職員室 成田市 吾妻2-6 学校登校日 校舎開鍵時 有 27-9060
3508 橋賀台小学校（新規） 職員室 成田市 橋賀台3-4 学校登校日 校舎開鍵時 有 27-2531
3509 成田税務署 1階総合窓口 成田市 加良部1-15 平日 8:30～17:00 有 0476-28-5151
3510 成田税務署 3階総務課窓口 成田市 加良部1-15 平日 8:30～17:00 有 0476-28-5151
3511 京成成田駅 改札口付近 成田市 花崎町814 毎日 ４：３０～２５：００ 無 0476-22-0215
3512 メルキュールホテル成田 1階 フロント前 成田市 花崎町818-1 毎日 24時間 無 0476-23-7000

3513 京増内科クリニック 診察室脇回復室 成田市 花崎町842-3 月・火・水・金・土
9:00～12:30 3:00～6:30
（診療時間内）

無 0476-22-1717

3514 住友生命成田ビル 1階玄関前 成田市 花崎町969 毎日（正月三が日を除く）
8:00～１８：００（土日祝
は９:００から）

無 0476-23-2091

3515 成田山新勝寺 公輪郭 成田市 成田１番地 毎日 4:00～翌朝８：００ 無 0476-22-2111
3516 成田山新勝寺 受付 成田市 成田１番地 毎日 4:00～翌朝８：００ 無 0476-22-2111
3517 成田山新勝寺 エレベータ 成田市 成田１番地 毎日 4:00～翌朝８：００ 無 0476-22-2111
3518 成田山新勝寺 平和台塔 成田市 成田１番地 毎日 4:00～翌朝８：００ 無 0476-22-2111
3519 つのぶえ保育園 １階玄関脇 成田市 上町711-4 月～土 ７:３０から２０：００ 有 0476-22-0867

3520 ポプラ歯科医院 診療室棚の中 成田市 東町236 月～水、金、土
9:００～12:00、13:30～
18:00

有 0476-22-9578

3521 イオンモール成田 防災センター 成田市 ウイング土屋24 毎日 １０:００から２２：００ 有 0476-23-8282
3522 イオンモール成田 1階スカイコート 成田市 ウイング土屋24 毎日 １０:００から２２：００ 有 0476-23-8282
3523 イオンモール成田 ２階インフォメーション 成田市 ウイング土屋24 毎日 １０:００から２２：００ 有 0476-23-8282
3524 イオンモール成田 イオンショッピング棟 成田市 ウイング土屋24 毎日 １０:００から２２：００ 有 0476-23-8282
3525 イオンモール成田 スポーツクラブ 成田市 ウイング土屋24 毎日 １０:００から２２：００ 有 0476-23-8282
3526 ヒューマックスパビリオン成田 管理室 成田市 ウイング土屋80 毎日 ８:００から２５：００ 有 0476-20-2333
3527 寺台ホール ナリコーセレモニー １階ロビーエレベーター前 成田市 寺台77-1 毎日 ９:００から１８：００ 無 0476-22-4194



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

3528 成田保育園 １階ランチルーム（正面玄関入ってすぐ） 成田市 寺台560 月～土
(月～金)7:00～21:00、土
7:00～18:00

有 0476-22-0856

3529 日本水泳館成田 １階事務室 成田市 南平台1160 毎日（不定休）

平日１０:００から２１：０
０ 土９:００から２０：０
０日９：００から１５：０
０

無 0476-28-2551

3530 成田Ｕ-シティホテル ２階フロント 成田市 囲護台1-1-2 毎日 ２４時間 無 0476-24-0101
3531 ウェルライフウ゛ィラ成田 １階事務所入り口 成田市 飯田町105-1 毎日 ２４時間 無 0476-29-8208
3532 みはま成田クリニック 第１透析室 成田市 飯田町129-1 月曜日から土曜日 ８:００から１８：３０ 無 0476-29-8811
3533 みはま成田クリニック 病棟 成田市 飯田町129-1 月曜日から土曜日 ８:００から１８：３０ 無 0476-29-8811

3534 公津の杜駅 改札口付近 成田市 公津の杜4-11-2 毎日
４：００～２４：５３
(休日４:００から２４：３
７）

有 0476-29-0605

3535 総合医療センター 成田病院 1階フロア 成田市 押畑896 毎日 24時間 無 0476-22-1500
3536 総合医療センター 成田病院 リハビリ課 成田市 押畑896 毎日 24時間 無 0476-22-1500
3537 総合医療センター 成田病院 病棟A棟4階 成田市 押畑896 毎日 24時間 無 0476-22-1500
3538 総合医療センター 成田病院 病棟A棟5階 成田市 押畑896 毎日 24時間 無 0476-22-1500
3539 総合医療センター 成田病院 病棟A棟6階 成田市 押畑896 毎日 24時間 無 0476-22-1500
3540 総合医療センター 成田病院 病棟A棟7階 成田市 押畑896 毎日 24時間 無 0476-22-1500
3541 総合医療センター 成田病院 病棟A棟8階 成田市 押畑896 毎日 24時間 無 0476-22-1500
3542 総合医療センター 成田病院 病棟B棟4階 成田市 押畑896 毎日 24時間 無 0476-22-1500
3543 総合医療センター 成田病院 病棟B棟5階 成田市 押畑896 毎日 24時間 無 0476-22-1500
3544 総合医療センター 成田病院 精神科病棟1階 成田市 押畑896 毎日 24時間 無 0476-22-1500
3545 総合医療センター 成田病院 精神科病棟2階 成田市 押畑896 毎日 24時間 無 0476-22-1500
3546 総合医療センター 成田病院 精神科病棟3階 成田市 押畑896 毎日 24時間 無 0476-22-1500
3547 総合医療センター 成田病院 精神科病棟4階 成田市 押畑896 毎日 24時間 無 0476-22-1500
3548 百寿園 2階 成田市 押畑896 毎日 ７:３０から１９：００ 無 0476-22-2551
3549 百寿園 3階 成田市 押畑896 毎日 ７:３０から１９：００ 無 0476-22-2551
3550 二葉看護学園 １階事務室１台 成田市 押畑872-2 毎日 ９：００から１７：００ 無 0476-23-0857
3551 ＴＤＫ株式会社成田工場 A地区 成田市 南羽鳥570-2 毎日 24時間 無 0476-37-1603
3552 ＴＤＫ株式会社成田工場 B地区 成田市 南羽鳥570-2 毎日 24時間 無 0476-37-1603
3553 ＴＤＫ株式会社成田工場 C地区 成田市 南羽鳥570-2 毎日 24時間 無 0476-37-1603
3554 株式会社ナリコー本社 １階ロビー 成田市 三里塚光ヶ丘1-1331 平日（隔週土曜日利用可能） ８：００から１７：００ 有 0476-35-5321
3555 株式会社ナリコー クリーンセンター 1階事務所入り口付近 成田市 十余三214-62 毎日 8:00から１７：００ 無 0476-32-0413
3556 ホテル日航成田 1階ロビー 成田市 取香500 毎日 24時間 無 0476-32-0032
3557 ホテル日航成田 1階宴会場 成田市 取香500 毎日 24時間 無 0476-32-0032
3558 成田東部ホテルエアポート 1階フロント 成田市 取香320-1 毎日 24時間 有 0476-32-1234
3559 成田エクセルホテル東急 1階フロントロビー 成田市 大山31 毎日 24時間 無 0476-33-0109
3560 マロウドインターナショナルホテル成田 1階フロントカウンター内 成田市 駒井野763-1 毎日 24時間 有 0476-30-2222

3561 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 北ウイング1階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3562 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 北ウイング3階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3563 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 北ウイング4階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3564 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 駅コンコース 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3565 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 中央棟本館2階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3566 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 中央棟新館2階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）



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

3567 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 中央棟新館3階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3568 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 中央棟新館4階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3569 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 中央棟新館4階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3570 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 中央棟新館5階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3571 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 第1サテライト3階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3572 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 第1サテライト4階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3573 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 第2サテライト3階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3574 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 第2サテライト4階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3575 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 第3サテライト3階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3576 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 第3サテライト4階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3577 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 第4サテライト3階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3578 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 第4サテライト4階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3579 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 中央棟本館2階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3580 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 第1サテライト2階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3581 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 中央棟新館2階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3582 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 第4サテライト2階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3583 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 中央棟 本館1階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3584 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 第2サテライト2階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3585 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 第5サテライト1階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3586 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 第5サテライト3階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3587 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 第5サテライト4階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3588 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 南ウイング1階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3589 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 南ウイング4階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3590 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 南ウイング3階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3591 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 国内線2階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）



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

3592 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 国内線3階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3593 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 第5サテライト2階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3594 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 第5サテライト3階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3595 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 第5サテライト4階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3596 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 駐車場（P1） 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3597 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 駐車場（P5）2階 成田市 三里塚字御料牧場1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3598 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館地下1階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3599 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館1階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3600 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館1階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3601 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館2階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3602 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館2階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3603 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館2階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3604 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館2階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3605 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館2階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3606 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館3階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3607 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館3階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3608 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館3階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3609 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館3階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3610 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館3階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3611 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館3階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3612 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館4階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3613 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 サテライト1階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3614 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 サテライト2階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3615 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 サテライト2階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3616 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 サテライト2階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）



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

3617 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 サテライト3階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3618 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 サテライト3階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3619 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 サテライト3階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3620 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 国内線1階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3621 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 国内線2階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3622 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 国内線2階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3623 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 国内線2階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3624 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 国内線2階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3625 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 ランプイーストタワー5階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3626 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館-サテライト連絡通路 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3627 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館-サテライト連絡通路 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3628 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館-サテライト連絡通路 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3629 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 立体駐車場ビル南棟2階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3630 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 立体駐車場ビル北棟2階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3631 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 アクセス通路 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3632 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 アクセス通路 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3633 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 アクセス通路 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3634 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館1階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3635 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館1階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3636 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館1階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3637 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館1階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3638 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館1階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3639 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館1階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3640 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館1階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3641 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 サテライト1階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）
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3642 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 サテライト1階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3643 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 サテライト1階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3644 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館2階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3645 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館2階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3646 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館2階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3647 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館2階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3648 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館2階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3649 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館2階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3650 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館2階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3651 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館2階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3652 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 サテライト2階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3653 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 サテライト2階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3654 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 サテライト2階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3655 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館3階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3656 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館3階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3657 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館3階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3658 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館3階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3659 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館4階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3660 成田国際空港第1・第2旅客ターミナルビル等 本館4階 成田市 古込字1-1 全日 24時間 有
0476-34-5862（平日09:00
～17:40）

3661 三里塚第一保育園 1階事務室前 成田市 三里塚141 平日 ７：００から１９：００ 有 0476-35-0165

3662 三里塚第二保育園 職員室内 成田市 三里塚263-15 月～土
月～金7時から19時 土7時
から5時

有 0476-35-0081

3663 立花・真鍋医院 検査室 成田市 橋賀台1-15-4 月火水金・土午前 ９:００から１８：００ 有 0476-27-3535

3664 株式会社秋葉牧場 ゆめ牧場 牧場内 成田市 名木730 毎日
９:００から１７：００
（12月～2月 10:00から１
６：００）

有 0476-96-1001

3665 株式会社秋葉牧場 ゆめ牧場 牧場内 成田市 名木730 毎日
９:００から１７：００
（12月～2月 10:00から１
６：００）

有 0476-96-1001

3666 株式会社秋葉牧場 ゆめ牧場 牧場内 成田市 名木730 毎日
９:００から１７：００
（12月～2月 10:00から１
６：００）

有 0476-96-1001



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

3667 株式会社秋葉牧場 ゆめ牧場 キャンプ場 成田市 名木730 毎日
９:００から１７：００
（12月～2月 10:00から１
６：００）

有 0476-96-1001

3668 宗吾保育園 正面玄関脇 成田市 宗吾2-276 月から土曜日
月～金８時半から19時 土
８時半から２時

有 0476-26-2472

3669 公津の杜保育園 1階廊下 成田市 公津の杜2-24-1 月から土曜日
月～金7時から19時 土7時
から3時

有 0476-29-6551

3670 佐倉東高等学校 体育館付属施設 佐倉市 佐倉市城内町278 月～金 土日祝日は利用不可 8:25～21:00 無 043-484-1024
3671 佐倉西高等学校 体育館内体育教官室前 佐倉市 佐倉市下志津263 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 043-489-5881
3672 佐倉西高等学校 管理棟１階事務室前 佐倉市 佐倉市下志津263 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 043-489-5881
3673 佐倉南高等学校 体育館内体育教官室前 佐倉市 佐倉市太田1956 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～17:00 無 043-486-1711
3674 佐倉南高等学校 管理棟１階事務室前 佐倉市 佐倉市太田1956 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～17:00 無 043-486-1711
3675 印旛特別支援学校(さくら分校） 職員室前廊下 佐倉市 佐倉市太田1956 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 有 043-486-3781
3676 佐倉高等学校 本館昇降口廊下壁面 佐倉市 佐倉市鍋山町18 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 043-484-1021
3677 佐倉警察署 １階 佐倉市 表町３－１７－１ 毎日利用可能 終日 有 043-484-0110
3678 印旛合同庁舎 印旛合同庁舎 １階ロビー 佐倉市 鏑木仲田町８－１ 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 043-483-1122

3679 佐倉市役所社会福祉センター(危機管理室）
施設内1階（市民貸出用普段は危機管理室
に設置 2台）

佐倉市 佐倉市海隣寺97 平日 8:30～17:00 有 043-484-1111

3680 佐倉市役所社会福祉センター(危機管理室）
施設内1階（市民貸出用普段は危機管理室
に設置 2台）

佐倉市 佐倉市海隣寺98 平日 8:30～17:00 有 043-484-1112

3681 佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部 ３階総務課カウンター 佐倉市 大蛇町２８１ 毎日 0:00～24:00 無 043-481-0119
3682 青少年体育館 体育館入口付近 佐倉市 佐倉市江原新田54 毎日（第2月曜を除く） 9:00～17:00 有 043-486-1041
3683 さくら斎場 １階売店前通路 佐倉市 佐倉市大蛇町790-4 毎日 0:00～24:00 有 043-484-0846
3684 臼井・千代田出張所（公民館）（市民音楽ホール） 施設内1階 佐倉市 佐倉市王子台1-16 平日 8:30～17:00 有 043-461-1231

3685
佐倉市民サービスセンター（佐倉ミレニアムセン
ター）

1階サービスセンター 佐倉市 宮前3-4-1 火、水、木、金、土、日 9:00～17:00 有 043-483-3081

3686 根郷出張所（公民館） 施設内1階 佐倉市 佐倉市城343-5 平日 8:30～17:00 有 043-484-1046

3687 和田ふるさと館 施設内1階 佐倉市 八木850-1 平日
8:30～２１:00（第2・4月
曜は17：15まで）

有 043-498-4000

3688 弥富派出所（公民館） 施設内1階 佐倉市 佐倉市岩富町151 毎日 8:30～17:00 有 043-498-0860
3689 西志津市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ（志津図書館） 施設内1階 佐倉市 佐倉市西志津4-1-2 毎日（第2、4月曜を除く） 8:30～17:00 有 043-488-0944
3690 志津コミュニティセンター 施設内1階 佐倉市 井野794-1 毎日（第2、4月曜を除く） 9:00～21:00 有 043-487-6781

3691 健康管理ｾﾝﾀｰ（休日夜間急病診療所） 施設内1階 佐倉市 佐倉市江原台2-27 毎日
9:00～17:00、19:00～翌
6:00

有
043-485-6711(043-239-
2020)

3692 西部保健福祉センター 施設内1階 佐倉市 中志津2-32-4 毎日 9:00～21:00 有 043-463-4167

3693 老人福祉ｾﾝﾀｰ（Ａ棟） 施設内1階 佐倉市 佐倉市大篠塚1587 火、水、木、金、土、日 9:00～21:00 有
043-486-5151 043-483-
2811

3694 南部保健福祉ｾﾝﾀｰ（Ｂ棟） 施設内1階 佐倉市 佐倉市大篠塚1587 火、水、木、金、土、日 9:00～21:00 有
043-486-5151 043-483-
2811

3695 佐倉草ぶえの丘 施設内1階 佐倉市 飯野820 火、水、木、金、土、日 9:00～17:00 有 043-485-7821
3696 佐倉ふるさと広場管理棟 施設内1階 佐倉市 臼井田2714 火、水、木、金、土、日 9:00～16:00 有 043-486-8898
3697 佐倉新町おはやし館 施設内1階 佐倉市 新町185-1 火、水、木、金、土、日 9:00～17:00 有 043-486-4992
3698 上座総合公園 管理棟内 佐倉市 上座915 平日 9:00～17:00 有 043-461-2611
3699 直弥公園 管理棟内 佐倉市 直弥746-1 平日 8:30～16:30 有 043-483-0131
3700 岩名運動公園（陸上競技場） 管理事務所 佐倉市 佐倉市岩名753 毎日（年末年始を除く） 8:30～17:00 有 043-483-0131
3701 岩名運動公園（公園球技場） 脇倉庫内 佐倉市 佐倉市岩名753 毎日（年末年始を除く） 8:30～17:00 有 043-483-0131
3702 岩名運動公園(野球場） 管理事務所 佐倉市 佐倉市岩名753 毎日（年末年始を除く） 8:30～17:00 有 043-483-0131
3703 岩名運動公園（青少年センター） 施設内1階 佐倉市 佐倉市岩名753 毎日（年末年始を除く） 8:30～17:00 有 043-483-0131
3704 佐倉小学校 体育館 佐倉市 新町78-4 平日（開校日） 8:00～16:30 有 043-484-1028
3705 佐倉東小学校 体育館 佐倉市 将門7 平日（開校日） 8:00～16:30 有 043-484-0626
3706 内郷小学校 施設内1階 佐倉市 岩名870 平日 9:00～17:00 有 043-486-1501



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
3707 臼井小学校 施設内1階 佐倉市 臼井2395 平日 9:00～17:00 有 043-487-3009
3708 印南小学校 施設内1階 佐倉市 印南223-1 平日 9:00～17:00 有 043-486-1531
3709 千代田小学校 体育館 佐倉市 吉見553 平日 9:00～17:00 有 043-487-3140
3710 志津小学校 施設内1階 佐倉市 上座1156-2 平日 9:00～17:00 有 043-487-0252
3711 上志津小学校 施設内1階 佐倉市 上志津1752 平日 9:00～17:00 有 043-489-3829
3712 下志津小学校 施設内1階 佐倉市 中志津4-26-10 平日 9:00～17:00 有 043-487-8550
3713 南志津小学校 施設内1階 佐倉市 下志津原164-2 平日 9:00～17:00 有 043-489-3884
3714 西志津小学校 施設内1階 佐倉市 西志津7-2-1 平日 9:00～17:00 有 043-489-5835
3715 井野小学校 施設内1階 佐倉市 井野834 平日 9:00～17:00 有 043-487-1541
3716 根郷小学校 体育館 佐倉市 城454 平日 9:00～17:00 有 043-484-1031
3717 和田小学校（和田幼稚園） 体育館 佐倉市 佐倉市直弥59-1 平日 8:00～17:00 有 043-498-1509
3718 弥富小学校（弥富幼稚園） 体育館 佐倉市 佐倉市岩富町145 平日 8:00～17:00 有 043-498-0603
3719 小竹小学校 施設内1階 佐倉市 ユーカリが丘5-5-1 平日 9:00～17:00 有 043-461-3121
3720 間野台小学校 施設内1階 佐倉市 王子台2-18 平日 9:00～17:00 有 043-461-5501
3721 王子台小学校 施設内1階 佐倉市 王子台5-19 平日 9:00～17:00 有 043-487-1376
3722 青菅小学校 施設内1階 佐倉市 宮ﾉ台1-17-1 平日 9:00～17:00 有 043-488-0121
3723 寺崎小学校 体育館 佐倉市 大崎台4-4-1 毎日 8:00～16:30 有 043-486-3601
3724 山王小学校 体育館 佐倉市 山王1-44 平日 8:00～16:30 有 043-486-7011
3725 染井野小学校 施設内1階 佐倉市 染井野1-19 平日 9:00～17:00 有 043-487-1541
3726 白銀小学校 体育館 佐倉市 白銀1-4 平日（開校日） 8:00～16:30 有 043-483-4611
3727 佐倉中学校 体育館 佐倉市 城内町117-10 平日（開校日） 8:00～16:30 有 043-484-1026
3728 志津中学校 施設内1階 佐倉市 井野1376 平日 9:00～17:00 有 043-487-6611
3729 南部中学校 体育館 佐倉市 神門432-1 平日 9:00～17:00 有 043-498-0023
3730 上志津中学校 施設内1階 佐倉市 上志津866 平日 9:00～17:00 有 043-487-1786
3731 臼井中学校 施設内1階 佐倉市 臼井1530 平日 9:00～17:00 有 043-489-5635
3732 井野中学校 施設内1階 佐倉市 宮ﾉ台3-9-1 平日 9:00～17:00 有 043-461-5221
3733 佐倉東中学校 体育館 佐倉市 高岡423-1 平日（開校日） 8:00～16:30 無 043-486-3031
3734 臼井西中学校 施設内1階 佐倉市 臼井台1588 平日 9:00～17:00 有 043-462-1780
3735 西志津中学校 施設内1階 佐倉市 西志津4-18-1 平日 9:00～17:00 有 043-462-1160
3736 臼井南中学校 施設内1階 佐倉市 染井野4-1 平日 9:00～17:00 有 043-488-1020
3737 根郷中学校 体育館 佐倉市 山王2-37-1 平日 9:00～17:00 有 043-483-1000
3738 佐倉幼稚園 施設内1階職員室 佐倉市 鏑木町934 平日（開校日） 8:00～17:15 有 043-486-1533

3739 中央公民館 施設内1階 佐倉市 鏑木町198-3
毎日（第2、4月曜・年末年始
を除く）

9:00～17:00 有 043-485-1801

3740 和田公民館 施設内1階ロビー 佐倉市 直弥59 毎日（第2、4月曜を除く） 9:00～17:00 有 043-498-0417
3741 市民体育館 施設内1階 佐倉市 宮小路町3 毎日（第4月曜を除く） 9:00～21:00 有 043-486-1041
3742 佐倉ヤングプラザ 施設内1階 佐倉市 栄町8-7 毎日 9:00～19:00 有 043-484-6431

3743 佐倉図書館 施設内1階 佐倉市 新町189-1
火、水、木、金、土、日（第1
火曜を除く）

9:00～20:00 有 043-485-0106

3744 佐倉南図書館 施設内1階 佐倉市 山王2-37-13
火、水、木、金、土、日（第1
火曜を除く）

9:00～20:00 有 043-483-3000

3745 佐倉市美術館 施設内1階 佐倉市 新町210 火、水、木、金、土、日 10:00～18:00 無 043-485-7851

3746 佐倉市武家屋敷 受付 佐倉市 宮小路町57
火、水、木、金、土、日（年
末年始を除く）

9:00～17:00 有 043-486-2947

3747 臼井老幼の館 １階 事務室内 佐倉市 王子台6-25-1 火、水、木、金、土、日 9:00～17:00 有 043-487-6201
3748 佐倉保育園 玄関付近 佐倉市 鏑木198-3 平日 7:00～20:00 有 043-484-1043
3749 臼井保育園 玄関付近 佐倉市 臼井田2379 平日 7:00～20:00 有 043-487-3006
3750 志津保育園 玄関付近 佐倉市 西志津4-26-1 平日 7:00～20:00 有 043-489-3004
3751 根郷保育園 玄関付近 佐倉市 大崎台4-3-2 平日 7:00～20:00 有 043-484-4661
3752 北志津保育園 玄関付近 佐倉市 井野869-9 平日 7:00～20:00 有 043-487-1785
3753 南志津保育園 玄関付近 佐倉市 中志津7-1-10 平日 7:00～20:00 有 043-487-6245



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
3754 馬渡保育園 玄関付近 佐倉市 馬渡829 平日 7:00～20:00 有 043-498-0065
3755 佐倉老幼の館 玄関付近 佐倉市 弥勒町229-2 月曜日以外 9:00～17:00 有 043-486-7090
3756 佐倉市老人憩いの家うすい荘 玄関付近 佐倉市 佐倉市臼井田2342-1 - 施設利用時 有 043-463-1724
3757 佐倉市老人憩いの家千代田荘 玄関付近 佐倉市 佐倉市生谷1306 - 施設利用時 有 043-461-5641
3758 佐倉市老人憩いの家志津荘 玄関付近 佐倉市 佐倉市中志津4-22-16 - 施設利用時 有 043-460-1782
3759 佐倉市高齢者福祉作業所 玄関付近 佐倉市 鏑木198-2 平日 9:00～16:00 有 043-486-5482
3760 千代田染井野ふれあいセンター １Fオープンスペース 佐倉市 染井野３－３－７ 第二・第四月曜日 9:00～21:00 有 043-464-0072

3761 志津市民プラザ １Ｆ志津公民館 事務所内 佐倉市 上志津1672-7
毎日（第二・第四月曜を除
く）

9:00～17:00 有 043-487-5064

3762 志津市民プラザ １Ｆ志津出張所 カウンター付近 佐倉市 上志津1672-7 毎日（平日夜間を除く） 9:00～17:15 有 043-489-0903

3763 志津市民プラザ ３Ｆ志津児童センター 受付下部 佐倉市 上志津1672-7
火、水、木、金、土、日（祝
日を除く）

9:00～17:00 有 043-461-7211

3764 千葉地方法務局 佐倉支局 施設内２階 佐倉市 表町１－２０－１１ 平日 8:30～17:15 無 043-484-1222
3765 国立歴史民俗博物館 施設内 佐倉市 城内町117 月曜日以外 9:30～17:00 有 043-486-0123
3766 国立歴史民俗博物館 施設内 佐倉市 城内町117 月曜日以外 9:30～17:00 有 043-486-0123
3767 国立歴史民俗博物館 施設内 佐倉市 城内町117 月曜日以外 9:30～17:00 有 043-486-0123
3768 国立歴史民俗博物館 施設内 佐倉市 城内町117 月曜日以外 9:30～17:00 有 043-486-0123
3769 国立歴史民俗博物館 施設内 佐倉市 城内町117 月曜日以外 9:30～17:00 有 043-486-0123
3770 国立歴史民俗博物館 施設内 佐倉市 城内町117 月曜日以外 9:30～17:00 有 043-486-0123
3771 国立歴史民俗博物館宿泊所 施設内 佐倉市 城内町11７ 月、木 9:30～12:00 有 043-486-0123
3772 国立歴史民俗博物館（管理棟） 施設内 佐倉市 城内町117 平日 8:30～17:00 有 043-486-0123
3773 国立歴史民俗博物館（管理棟） 施設内 佐倉市 城内町117 平日 8:30～17:00 有 043-486-0123
3774 国立歴史民俗博物館（管理棟） 施設内 佐倉市 城内町117 平日 8:30～17:00 有 043-486-0123
3775 国立歴史民俗博物館（植物園） 施設内 佐倉市 城内町117 月曜日以外 9:30～16:30 有 043-486-0123
3776 国立歴史民俗博物館（国際交流棟） 施設内 佐倉市 城内町117 月、木 9:30～12:00 有 043-486-0123
3777 佐倉カントリー倶楽部 キャディーマスター室 佐倉市 佐倉市飯田1000 毎日 6:45～17:00 043-485-0311
3778 太平洋セメント㈱中央研究所 管理棟入口 佐倉市 佐倉市大作2-4-2 平日 8:55～17:35 無 043-498-3811
3779 太平洋セメント㈱中央研究所 実験棟①１階 佐倉市 佐倉市大作2-4-2 平日 8:55～17:35 無 043-498-3811
3780 太平洋セメント㈱中央研究所 研究棟３階 佐倉市 佐倉市大作2-4-2 平日 8:55～17:35 無 043-498-3811
3781 千葉銀行佐倉支店 店舗 佐倉市 佐倉市新町17 平日 8:30～17:10 無 043-484-2131
3782 鳥居薬品佐倉工場 正面玄関 佐倉市 佐倉市太田2183-1 平日 8:50～17:30 無 043-485-7111
3783 DIC㈱総合研究所 1階入口 佐倉市 佐倉市坂戸631 不定 9:00～17:15 無 043-498-2121
3784 DIC㈱総合研究所 事務室付近 佐倉市 佐倉市坂戸631 不定 9:00～17:15 無 043-498-2121
3785 ＪＲ佐倉駅 改札脇 佐倉市 六崎226 毎日 4:00～24:40 有 043-484-1210
3786 福祉作業所よもぎの園 作業所玄関 佐倉市 佐倉市宮前2-13-1 平日 9:00～16:00 有 043-486-8521
3787 佐倉ゆうゆうの里 ３号館１階ＥＶ脇 佐倉市 佐倉市鏑木町270-1 毎日 0:00～24:00 無 043-486-5577
3788 佐倉ゆうゆうの里 診療所内 佐倉市 佐倉市鏑木町270-1 毎日 0:00～24:00 無 043-486-5577
3789 ウェルシア佐倉鏑木店 店舗内 佐倉市 佐倉市鏑木町406-3 毎日 9:00～23:00 無 043-481-0621
3790 慈光幼稚園 施設内 佐倉市 佐倉市本町54 平日 8:30～17:00 有 043-484-2444
3791 千葉マツダ佐倉店 店舗内 佐倉市 佐倉市本町23-3 火曜以外 10:00～20:00 有 043-485-2459

3792 さくら駅前歯科医院 診療所内 佐倉市 佐倉市栄町9-2 月、火、水、金
10:00～13:00、15:00～
19:00（土9:00～18:00）

無 043-484-8211

3793 白銀クリニック 診療所内 佐倉市 佐倉市白銀3-3-2 月、火、金、土
8:30～18:30 8:30～17:00
（水9:00～12:00）

無 043-481-0007

3794 佐倉風の村 事務室 佐倉市 佐倉市山崎529-1 毎日 0:00～24:00 無 043-484-2106
3795 佐倉クレーン学校 校舎 佐倉市 佐倉市石川577-1 日曜以外 8:30～17:00 有 043-485-2172
3796 千葉信用金庫佐倉支店 店舗内 佐倉市 佐倉市大崎台1-1-4 平日 9:00～15:00 有 043-484-2021
3797 京葉銀行佐倉支店 店舗内 佐倉市 佐倉市大崎台1-3-2 平日 9:00～19:00 有 043-486-3311
3798 佐倉整形外科病院 病棟 佐倉市 佐倉市大崎台4-3-5 毎日 0:00～24:00 有 043-483-2552
3799 グランコート臼井駅前 エントランス 佐倉市 佐倉市王子台1-28-2 毎日 0:00～24:00 無 043-460-1021
3800 ウエルシア佐倉市王子台店 店舗入り口付近 佐倉市 佐倉市王子台4-14-1 毎日 9:00～24:00 有 043-460-0171



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

3801 千葉スバル自動車佐倉店 店舗入り口付近 佐倉市 佐倉市王子台5-4-1
毎日（第1、第3月曜日、第2第
4火曜日を除く）

9:45～19:00 無 043-462-5500

3802 千葉日産自動車（株）佐倉店 店舗入り口付近 佐倉市 佐倉市王子台5-3-1 月曜日以外 10:00～19:00 無 043-489-1221
3803 ワールドゴルフ 店舗入り口付近 佐倉市 佐倉市生谷935 毎日 8:00～23:00 無 043-462-3456
3804 介護老人保健施設 葵の園、佐倉 ナースステーション内 佐倉市 佐倉市生谷73-5 毎日 0:00～24:00 無 043-460-5101
3805 ヤオコー佐倉染井野店 サービスカウンター内 佐倉市 佐倉市染井野4-7-1 毎日 9:30～24:00 無 043-460-3411
3806 ニッケテニスドーム佐倉 フロント 佐倉市 佐倉市染井野4-8-4 毎日 9:00～22:00 無 043-463-5500
3807 とんでんユーカリが丘店 レジ脇 佐倉市 佐倉市上座652-1 毎日 9:00～23:30 無 043-462-3121

3808 グリーン歯科 施設内 佐倉市 佐倉市上座400-41
月、火、水、金、土（祝日を
除く）

9:15～17:00 有 043-461-3665

3809 小林循環器クリニック 処置室 佐倉市 佐倉市青菅1023-23 平日（水・土午後を除く） 9:00～17:30 無 043-460-5211
3810 マックスバリュユーカリが丘店 正面入口（千葉銀行ATM付近） 佐倉市 佐倉市宮ノ台6-4 毎日 9:00～22:00 無 043-460-3311
3811 みずほ銀行ユーカリが丘支店 ATMコーナー脇 佐倉市 佐倉市ユーカリが丘3-1-1 営業日 9:00～15:00 有 043-461-7111
3812 ユーカリプラザ ２F エントランス 佐倉市 佐倉市ユーカリが丘4-1-4 毎日 10:00～22:00 無 043-463-1435
3813 ウィシュトンホテルユーカリ 事務所（フロント裏） 佐倉市 佐倉市ユーカリが丘4-8-1 毎日 0:00～24:00 無 043-489-6111

3814 東進衛生予備校 受付棚 佐倉市 佐倉市南ユーカリが丘1-1 毎日
月～金14:00～22:00、土日
9:00～22:00

無 043-460-5055

3815 わかば幼稚園 事務室 佐倉市 佐倉市上志津874 平日 7:30～19:00 有 043-487-1787

3816 総武グリーンテニス クラブハウス内受付 佐倉市 佐倉市上志津971-2
毎日（雨天及び火曜日を除
く）

8:00～18:00 無 043-487-4017

3817 エクセレントケア志津 １Ｆ事務室 佐倉市 佐倉市上志津1316-1 毎日 0:00～24:00 無 043-461-1110
3818 エクセレントケア志津 ２Ｆ中央ホール 佐倉市 佐倉市上志津1316-1 毎日 0:00～24:00 無 043-461-1110
3819 エクセレントケア志津 ３Ｆ職員ステーション 佐倉市 佐倉市上志津1316-1 毎日 0:00～24:00 無 043-461-1110
3820 生活介護事業所オリオンハウス １Ｆ事務室 佐倉市 佐倉市上志津1340-3 毎日 8:00～18:00 無 043-488-0441
3821 千葉銀行志津支店 １階ロビー 佐倉市 佐倉市上志津1656-31 平日 9:00～15:00 無 043-487-1231

3822 パラッツオ志津 １Ｆカウンター 佐倉市
佐倉市上志津1663-16志津
ステーションビル

毎日 10:00～22:40 有 043-463-1597

3823 市原整骨院 事務室 佐倉市
佐倉市上志津1669-102ヴァ
ンヴェール志津 1F

月、火、水、木、金、土 9:00～19:30 有 043-489-6663

3824 ハイホーム志津駅前 １Ｆ管理人前通路 佐倉市 佐倉市上志津1673-91 毎日 0:00～24:00 有 043-461-0224

3825 みずき薬局上志津店 事務所 佐倉市 佐倉市上志津1687-4 月、火、水、木、金、土
月～金9:00～18:00、土
9:00～13:00

無 043-420-8510

3826 ソラストさくら 事務所内 佐倉市 上志津1707-2 日曜以外
平日7:00～19:00、土7:00
～19:00

有 043-463-7351

3827 オーケー志津店 １Ｆカウンター 佐倉市 佐倉市上志津1764-5 毎日 8:30～21:30 無 043-460-1851
3828 中央フーズ １Ｆ事務室 佐倉市 佐倉市上志津原3 毎日 5:00～19:00 無 043-489-1287
3829 京葉銀行ユーカリが丘支店 １Ｆカウンター 佐倉市 佐倉市中志津3-37-8 平日 9:00～15:00 有 043-461-1021
3830 スーパーカワグチ 事務所 佐倉市 佐倉市中志津4-2-1 毎日 9:30～19:30 無 043-460-5711

3831 志津ココロ歯科 診療室入口 佐倉市 佐倉市西志津2-6-4 火曜、祝日、休診日を除く
10:00～13:30 15:00～
19:00

有 043-310-5556

3832 千葉トヨペットＵＶＩＳ佐倉志津 １Ｆショールーム 佐倉市 佐倉市西志津2-8-12 火、水、木、金、土、日 10:00～19:30 無 043-460-1166
3833 さくら幼稚園 事務室 佐倉市 佐倉市西志津2-23-19 平日 9:00～19:30 有 043-487-1747
3834 デュオヒルズ志津 １F入口郵便ポスト 佐倉市 佐倉市西志津4-2-4 毎日 0:00～24:00 有 043-400-8299
3835 さわいこどもクリニック 処置室内 佐倉市 佐倉市西志津8-7-27 月、火、木、金、土 8:30～18:30、8:30～17:00 有 043-460-5830
3836 印旛沼サンセットヒルズ 管理棟内 佐倉市 飯野27 平日 8:00～17:00 有 043-484-1011
3837 株式会社第一環境佐倉営業所 事務所 佐倉市 表町4-7-1 月、火、水、木、金、土 8:30～17:15 無 043-486-1555
3838 川村記念美術館 1階受付 佐倉市 坂戸631 火、水、木、金、土、日 9:30～17:00 無 043-498-2131
3839 京成臼井駅 ２階 駅構内 清算機脇 佐倉市 王子台3-30-3 毎日 4:00～1:00 有 043-487-3105

3840 コナミスポーツクラブユーカリが丘 フィットネスコーナー(マシン近く) 佐倉市 ﾕｰｶﾘが丘4-1-1 月、水、木、金、土、日
平日9:00～23:00、土日祝
10:30～19:00

無 043-463-1511

3841 ユーカリ優都ぴあ 事務所１F 佐倉市 青菅1023-6 毎日 0:00～24:00 有 043-460-6700



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
3842 京成志津駅 改札口の脇(内側) 佐倉市 上志津1669 毎日 4:30～1:00 無 043-489-5246
3843 京成ユーカリが丘駅 改札口(事務室入口) 佐倉市 ﾕｰｶﾘが丘4-8-2 毎日 4:30～1:00 有 043-462-2670
3844 ユーカリゴルフプラザ ロビー 佐倉市 青菅233 毎日 9:00～22:00 無 043-463-1242

3845 いずみこどもクリニック 処置室 佐倉市
佐倉市ユーカリが丘4-１
イーストタワー内

月、火、水、金、土（土曜午
後、祝日を除く）

9:00～12:00、14:30～
18:00

有 043-489-8500

3846 志津南クリニック ２Fナースステーション 佐倉市 上志津原36-5
月、火、水、金、土（祝日を
除く）

8:30～17:00 無 043-462-6616

3847 アコーディア・ガーデン志津 事務所 佐倉市 下志津1300 毎日 8:00～22:00 有 043-487-3336

3848 オークスベストコンディショニング ３F 更衣室前 佐倉市 上志津1641-1 月、火、水、金、土、日
平日9:00～23:30、土9:00
～21:00、日8:00～20:00

無 043-462-4553

3849 追川医院 １F診察室 佐倉市 上志津1644-4
月、火、水、土（土曜午後、
日祝日を除く）

9:00～12:00、15:00～
16:00

無 043-487-1737

3850 カーブス ２F カウンター 佐倉市 南ﾕｰｶﾘが丘11-2
月、火、水、木、金、土（祝
日を除く）

10:00～13:00、15:00～
19:00

無 043-463-5533

3851 佐倉自動車学校 事務所内 佐倉市 岩名957-1 火、水、木、金、土、日 8:00～19:30 無 043-485-1558
3852 社会福祉法人誠友会 佐倉白翠園 事務所内 佐倉市 岩名1011 毎日 8:00～19:00 無 043-486-8941

3853 スポーツクラブ ルネサンス佐倉 受付 佐倉市 大崎台1-21-6 月、火、水、木、土、日
平日9:00～23:00、土9:00
～22:00、日祝10:00～
18:00

有 043-486-0450

3854 佐倉順天堂医院 院内 佐倉市 本町８１
月、火、水、木、金、土（祝
日を除く）

8:30～17:00、金土8:30～
12:30

有 043-484-2341

3855 ワイ・エム・メンテナンス 事務所内 佐倉市 ユーカリが丘4-1 毎日 0:00～24:00 無 043-462-6700
3856 東陶バスクリエイト 北棟４階フロア入口 佐倉市 大作２－５－１ - 社員就業時間（不定） 無 043-498-3211
3857 東陶バスクリエイト 工場棟１階休憩所 佐倉市 大作２－５－１ - 社員就業時間（不定） 無 043-498-3211
3858 東陶バスクリエイト 工場棟３階事務所 佐倉市 大作２－５－１ - 社員就業時間（不定） 無 043-498-3211
3859 東陶バスクリエイト 工場棟４階トイレ入口 佐倉市 大作２－５－１ - 社員就業時間（不定） 無 043-498-3211
3860 東陶バスクリエイト 事務棟１階健康管理室 佐倉市 大作２－５－１ - 社員就業時間（不定） 無 043-498-3211
3861 東陶バスクリエイト 屋外トイレ 佐倉市 大作２－５－１ - 社員就業時間（不定） 無 043-498-3211

3862 高尾歯科 診療室内 佐倉市 ユーカリが丘2-11-7
月、火、水、金、土、日（隔
週日曜日を除く）

10:00～13:00、14:30～
19:30

有 043-461-9121

3863 長岡産婦人科クリニック ナースステーション内 佐倉市 王子台３－１６－１ 毎日 0:00～24:00 有 043-461-0303
3864 フィットネスクラブウスイ フィットネス2階 佐倉市 王子台１－１５－２ 毎日（月末を除く） 9:30～22:30 有 043-488-0211
3865 フィットネスクラブウスイ スイミング２階 佐倉市 王子台１－１５－２ 毎日（月末を除く） 9:30～22:30 有 043-488-0211

3866 平野歯科クリニック 院内 佐倉市 本町４８－４
月、火、水、金、土（祝日を
除く）

9:00～12:00、13:30～
18:30

無 043-483-0022

3867 タイヨー佐倉店 事務室 佐倉市 臼井676-1 毎日（元旦を除く） 9:00～24:00 無 043-463-5270
3868 京成佐倉駅 改札脇 佐倉市 栄町1001-5 毎日 4:00～24:50 有 043-484-0222
3869 京成大佐倉駅 改札脇 佐倉市 大佐倉277 毎日 4:00～24:50 有 -
3870 ベイシア佐倉店 サービスカウンター 佐倉市 寺崎北６－１－１ 毎日 9:00～20:00 無 043-481-0011
3871 アパガーデンプレイス臼井駅前 エントランス 佐倉市 稲荷台1-8-2 毎日 0:00～24:00 無 043-462-4222
3872 志津ユーカリ苑 本部エレベーター前 佐倉市 青菅1008-7 毎日 0:00～24:00 無 043-463-2944
3873 志津ユーカリ苑 ユニット棟玄関前 佐倉市 青菅1008-7 毎日 0:00～24:00 無 043-463-2944

3874 ｳｪﾙﾈｽﾌﾟﾗｻﾞｱｸｱﾕｰｶﾘ １階浴室ﾛｯｶｰﾙｰﾑ入口 佐倉市 ユーカリが丘3-2-1 毎日
平日8:00～営業時間内、土
日祝9:00～営業時間内

有 043-488-1001

3875 ｳｪﾙﾈｽﾌﾟﾗｻﾞｱｸｱﾕｰｶﾘ ２階エスカレーター付近 佐倉市 ユーカリが丘3-2-1 毎日
平日8:00～営業時間内、土
日祝9:00～営業時間内

有 043-488-1001

3876 ピーアークユーカリが丘 正面入口（景品交換所脇） 佐倉市 ユーカリが丘3-2-1 毎日 10:00～22:45 有 043-489-7711
3877 麻倉ゴルフクラブ クラブハウス 佐倉市 内田670 火、水、木、金、土、日 6:30～18:00 無 043-498-6630
3878 麻倉ゴルフクラブ コース内 佐倉市 内田670 火、水、木、金、土、日 6:30～18:00 無 043-498-6630
3879 千葉敬愛短期大学 事務室 佐倉市 山王1-9 平日 7:30～21:00 有 043-486-7111
3880 千葉敬愛短期大学 体育館 佐倉市 山王1-9 平日 7:30～21:00 有 043-486-7111



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
3881 イオン臼井店 １階サービスカウンター内 佐倉市 佐倉市王子台1-23 毎日 7:00～23:00 有 043-461-1111
3882 聖隷佐倉市民病院 １F外来受付 佐倉市 江原台2-36-2 毎日 0:00～24:00 有 043-486-1151
3883 聖隷佐倉市民病院 救急入口 佐倉市 江原台2-36-2 毎日 0:00～24:00 有 043-486-1151
3884 聖隷佐倉市民病院 泌尿器科 佐倉市 江原台2-36-2 毎日 0:00～24:00 有 043-486-1151
3885 ユーカリ優都苑 １Fデイケアフロア 佐倉市 青菅1010-15 毎日 0:00～24:00 有 043-460-7117
3886 ユーカリ優都苑 ２Fステーション 佐倉市 青菅1010-15 毎日 0:00～24:00 有 043-460-7117
3887 東邦大学医療センター佐倉病院 館内 佐倉市 下志津564-1 毎日 0:00～24:00 無 043-462-8811
3888 東邦大学医療センター佐倉病院 館内 佐倉市 下志津564-1 毎日 0:00～24:00 無 043-462-8811
3889 東邦大学医療センター佐倉病院 館内 佐倉市 下志津564-1 毎日 0:00～24:00 無 043-462-8811
3890 東邦大学医療センター佐倉病院 館内 佐倉市 下志津564-1 毎日 0:00～24:00 無 043-462-8811
3891 東邦大学医療センター佐倉病院 館内 佐倉市 下志津564-1 毎日 0:00～24:00 無 043-462-8811
3892 東邦大学医療センター佐倉病院 館内 佐倉市 下志津564-1 毎日 0:00～24:00 無 043-462-8811
3893 東邦大学医療センター佐倉病院 館内 佐倉市 下志津564-1 毎日 0:00～24:00 無 043-462-8811
3894 東邦大学医療センター佐倉病院 館内 佐倉市 下志津564-1 毎日 0:00～24:00 無 043-462-8811
3895 東邦大学医療センター佐倉病院 館内 佐倉市 下志津564-1 毎日 0:00～24:00 無 043-462-8811

3896 すみれ保育園 職員室前 佐倉市 臼井台1201 日曜以外
平日7:00～19:00、土7:00
～18:00

有 043-487-8468

3897 光の子保育園 事務室前 佐倉市 上座1219-4 日曜以外
平日7:00～18:30、土7:00
～18:00

有 043-461-1372

3898 えがおの森保育園・いの 事務室 佐倉市 井野972-2 日曜以外
平日7:00～19:00、土7:00
～18:00

有 043-312-5291

3899 森と自然の保育園のびのびハウス 乳児保育室内 佐倉市 江原新田103 日曜以外
平日7:00～19:00、土7:00
～18:00

有 043-486-4119

3900 吉見光の子モンテッソーリ子どもの家 事務室内 佐倉市 吉見193－1 日曜以外
平日7:00～19:00、土7:00
～18:00

有 043-309-8372

3901 中志津自治会館 入口 佐倉市 中志津3-17-2 火、水、木、金、土
月～土9:00～14:45、施設
利用時

有 043-487-4894

3902 ヒルトップバディー倶楽部 フロント 佐倉市 木野子362 毎日
平日9:00～22:00、土日
7:00～22:00

有 043-485-5721

3903 モチモチの森 本館１階 佐倉市 臼井田1221-1 祝日以外 9:00～18:00 有 043-308-7370
3904 ホンダカーズ千葉 佐倉中志津店 １Ｆ店舗内 佐倉市 中志津１-３５-１３ 月、水、木、金、土、日 10:00～18:30 無 043-462-5011
3905 地域密着型特別養護老人ホーム 眞榮の里 １Ｆフロア 佐倉市 下志津214-1 毎日 0:00～24:00 有 043-463-0707
3906 マツモトキヨシ petit madoca志津店 レジ付近 佐倉市 上志津1707-17 毎日 10:00～21:00 無 043-489-3331
3907 ドラッグストア マツモトキヨシ 佐倉井野店 レジ付近 佐倉市 井野1490-3 毎日 10:00～24:00 無 043-463-6581
3908 ホンダカーズ千葉 勝田台西店 １Ｆ店舗内 佐倉市 井野1508 月、火、木、金、土、日 10:00～18:30 有 043-461-0000
3909 千葉トヨペット 勝田台店 １Ｆ店舗内 佐倉市 井野1513 火、水、木、金、土、日 10:00～19:00 無 043-461-1151
3910 お仏壇のはせがわ勝田台店 １Ｆ事務所内 佐倉市 井野1546 毎日 10:00～18:30 有 0120-488-776
3911 イオンタウン東街区 １Fｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ 佐倉市 西ユーカリが丘7-3 毎日 10:00～22:00 有 043-464-0081
3912 イオンタウン東街区 2F東側ｴｽｶﾚｰﾀｰ 佐倉市 西ユーカリが丘7-3 毎日 10:00～22:00 有 043-464-0081
3913 イオンタウン東街区 3Fｴｽｶﾚｰﾀｰ脇 佐倉市 西ユーカリが丘7-3 毎日 10:00～22:00 有 043-464-0081
3914 イオンタウン西街区 １F防災センター 佐倉市 西ユーカリが丘6-12-3 毎日 0:00～24:00 有 043-464-0081
3915 イオンタウン西街区 １Ｆサービスカウンター 佐倉市 西ユーカリが丘6-12-3 毎日 7:00～22:00 有 043-464-0081
3916 イオンタウン西街区 ２Ｆエスカレーター脇 佐倉市 西ユーカリが丘6-12-3 毎日 10:00～22:00 有 043-464-0081
3917 イオンタウン西街区 ３Ｆエスカレーター脇 佐倉市 西ユーカリが丘6-12-3 毎日 10:00～22:00 有 043-464-0081
3918 葵の園・佐倉南 １Fサービスステーション 佐倉市 城１８８－３３５ 毎日 0:00～24:00 有 043-481-3000
3919 葵の園・佐倉南 ２Fサービスステーション 佐倉市 城１８８－３３５ 毎日 0:00～24:00 有 043-481-3000
3920 佐倉第一ホテル １階ロビー 佐倉市 大崎台１－１３－１ 毎日 0:00～24:00 無 043-484-5000
3921 有料老人ホームベラージオ １Ｆスタッフルーム 佐倉市 江原台２－１０－１ 毎日 0:00～24:00 無 043-309-7875
3922 特別養護老人ホーム佐倉の丘 ２Ｆエレベーターホール 佐倉市 飯重６２２ 毎日 0:00～24:00 無 043-481-3020
3923 新臼井田自治会館 １Ｆ玄関 佐倉市 新臼井田１０－２５ 開館時のみ 開館時のみ 無 043-487-1226
3924 セントケアホーム佐倉苑 １Ｆ玄関 佐倉市 江原５０ 毎日 0:00～24:00 無 043-485-9005



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
3925 パチンコフラミンゴ千代田店 １Ｆエントランス 佐倉市 吉見１２５５－１ 毎日 10:00～22:45 有 043-4627340
3926 ソルシアス佐倉 １Ｆ事務所 佐倉市 宮前３－１－１ 毎日 9:00～18:00 無 043-308-8678
3927 パチンコウエスタン佐倉店 １Ｆ事務所 佐倉市 栄町１５－４ 毎日 8:00～24:00 有 043-485-6868
3928 ユーカリが丘スカイプラザ・ミライアタワー １Ｆエントランス 佐倉市 ユーカリが丘４－２ 毎日 0:00～24:00 有 043-462-6700
3929 山武地域振興事務所 施設内 １階ロビー 東金市 東新宿１－１１ 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 0475-54-0222
3930 山武健康福祉センター 1階ロビー 東金市 東金９０７－１ 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 0475-54-0611
3931 農業大学校本館 玄関 東金市 家之子1059 毎日利用可能 8:30～17:15 有 0475-52-5121
3932 農業大学校学生会館 放送室 東金市 家之子1059 毎日利用可能 8:30～17:15 有 0475-52-5121
3933 東金高等学校 管理棟１階事務室前 東金市 東金市東金1410 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～21:05 無 0475-54-1581
3934 東金高等学校 第二グランド野球部部室 東金市 東金市日吉台3-969-9 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0475-54-1581
3935 東金高等学校 体育館入口 東金市 東金市東金1410 月～日 終日 無 0475-54-1581

3936 東金商業高等学校 体育館入口 東金市
東金市松之郷字久我台
1641-1

月～金 土日祝日は利用不可 8:00～18:00 無 0475-52-2265

3937 東金商業高等学校 情報処理棟１階 東金市
東金市松之郷字久我台
1641-1

月～金 土日祝日は利用不可 8:00～18:00 無 0475-52-2265

3938 東金商業高等学校 野球部部室 東金市
東金市松之郷字久我台
1641-1

月～金 土日祝日は利用不可 8:00～18:00 有 0475-52-2265

3939 東金特別支援学校 管理棟１階事務室前 東金市 東金市北之幸谷502 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 0475-52-2542
3940 東金特別支援学校（寄宿舎） １階職員室内 東金市 東金市北之幸谷502 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 0475-52-2542
3941 警察学校 １階 東金市 士農田２８－１ 毎日利用可能 終日 有 0475-58-4111
3942 東金警察署 １階 東金市 北之幸谷１０－１２ 毎日利用可能 終日 有 0475-54-0110
3943 東金高等技術専門校 １階職員室 東金市 油井1061-6 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 0475-52-3148

3944 東金青年の家 管理宿泊棟１階事務室 東金市 松之郷270
月曜（祝日の場合は翌日）以
外

8:30～17:30 有 0475-54-1301

3945 東金青年の家 体育館 東金市 松之郷270
月曜（祝日の場合は翌日）以
外

8:30～17:30 有 0475-54-1301

3946 丘山小学校 １階 職員室 東金市 丹尾4番地2 平日（緊急時対応可） 8:00～16:30 有 0475-52-2413
3947 東金幼稚園 職員室 東金市 東金1122番地1 平日 8:30～17:15 有 0475-52-3421
3948 城西幼稚園 保健室 東金市 台方131番地1 平日 8:30～17:15 有 0475-52-2519
3949 丘山幼稚園 職員室 東金市 丹尾4番地2 平日 8:30～17:15 有 0475-54-0342
3950 正気幼稚園 職員室 東金市 広瀬141番地1 平日 8:30～17:15 有 0475-58-5047
3951 公平幼稚園 職員室 東金市 道庭360番地 平日 8:30～17:15 有 0475-52-3368
3952 源幼稚園 玄関 東金市 極楽寺845番地10 平日 8:30～17:15 有 0475-55-9778
3953 嶺南幼稚園 職員室 東金市 堀上947番地2 平日 8:30～17:15 有 0475-54-1479
3954 大和幼稚園 保健室 東金市 西福俵66番地 平日 8:30～17:15 有 0475-50-7612

3955 東金市立第１保育所 職員室 東金市 東金194番地２ 月、火、水、木、金、土
月～金7:00～19:00、土
7:00～16:00

有 0475-52-2549

3956 東金市立第２保育所 職員室 東金市 田間３丁目１４－６ 月、火、水、木、金、土
月～金7:00～19:00、土
7:00～16:00

有 0475-52-2505

3957 東金市立第３保育所 職員室 東金市 前之内６番地１ 月、火、水、木、金、土
月～金7:00～19:00、土
7:00～16:00

有 0475-58-3908

3958 東金市立第４保育所 職員室 東金市 関内７２４番地 月、火、水、木、金、土
月～金7:00～19:00、土
7:00～16:00

有 0475-58-3150

3959 東金市立第５保育所 職員室 東金市 砂古瀬476番地1 月、火、水、木、金、土
月～金7:00～19:00、土
7:00～16:00

有 0475-54-1539

3960 中央公民館 東金市 東岩崎１番地２０ 毎日 9:00～21:00 有 0475-50-1191
3961 老人福祉センター 入口前スペース 東金市 東金1717-1 - - 有 0475-52-2920
3962 中央消防署 事務室 東金市 東金908 - - 無 0475-50-2500
3963 山武郡市広域斎場 事務室 東金市 堀上1357 - - 無 0475-55-6360
3964 医療福祉センター 事務室 東金市 堀上360-2 - - 無 0475-50-2533
3965 城西小学校 １階職員玄関 東金市 台方74番地2 平日（緊急時対応可） 8:00～16:30 有 0475-52-4168



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
3966 鴇嶺小学校 １階 保健室横の通路 東金市 東岩崎24番地１ 平日（緊急時対応可） 8:00～16:30 有 0475-52-3402
3967 豊成小学校 １階 校舎中央の玄関 東金市 関内550番地1 平日（緊急時対応可） 8:00～16:30 有 0475-58-3159
3968 東小学校 体育館入口 東金市 田間1188番地2 平日（緊急時対応可） 8:00～16:30 有 0475-52-2411
3969 日吉台小学校 体育館入口 東金市 日吉台2丁目32番地1 平日（緊急時対応可） 8:00～16:30 有 0475-55-5868
3970 福岡小学校 １階 保健室前の廊下 東金市 砂古瀬422番地1 平日（緊急時対応可） 8:00～16:30 有 0475-52-5361
3971 正気小学校 １階 職員室 東金市 家徳34番地1 平日（緊急時対応可） 8:00～16:30 有 0475-58-5055
3972 源小学校 １階 中央の昇降口 東金市 上布田385番地 平日（緊急時対応可） 8:00～16:30 有 0475-55-9613
3973 東金中学校 １階 保健室前の廊下 東金市 堀上111番地 平日（緊急時対応可） 8:00～16:30 有 0475-52-4195
3974 東中学校 体育館２階 普通教室棟への出口 東金市 田間953番地1 平日（緊急時対応可） 8:00～16:30 有 0475-54-2181
3975 西中学校 ２階 職員室前の廊下 東金市 台方1327番地1 平日（緊急時対応可） 8:00～16:30 有 0475-55-5876
3976 北中学校 ２階 職員室 東金市 日吉台1丁目20番地 平日（緊急時対応可） 8:00～16:30 有 0475-50-2288
3977 東金市立保健福祉センター １階スペース 東金市 田間3-9-1 毎日 8:30～17:15 有 0475-50-1230

3978 東金アリーナ 事務室前 東金市 堀上1361-1

火曜日～日曜日<crlf>※月曜
日（月曜日が祝日の場合は
翌々日）、年末年始（12月29
日から1月3日）は除く

9:00～21:00 有 0475-50-1715

3979 東金市役所 １階ロビー 東金市 東岩崎1－1 毎日 8:30～17:15 有 0475-50-1111
3980 東金税務署 1階総合窓口 東金市 東新宿1－12 平日 8:30～17:00 有 0475-52-3121

3981 東金文化会館 事務室 東金市 八坂台1－2107－3

火～日（月曜日が祝日の場合
は水曜日が休館日。年末年始
（12月29日から1月3日）は除
く）

9:00～21:30 0475-55-6211

3982 家徳スポーツ広場 事務室 東金市 家徳260－1

火曜日～日曜日<crlf>※月曜
日（月曜日が祝日の場合は
翌々日）、年末年始（12月29
日から1月3日）は除く

9:00～21:00 0475-55-6235

3983 東金青年の森公園 事務室 東金市 松之郷186

月、水～日<crlf>※火曜日
（火曜日が祝日の場合は水曜
日）、年末年始（12月29日～
1月3日）は除く

9:00～17:00 0475-54-0610

3984 東金市トレーニングセンター トレーニングルーム入口 東金市 南上宿40－10

火曜日～日曜日<crlf>※月曜
日（月曜日が祝日の場合は
翌々日）、年末年始（12月29
日から1月3日）は除く

9:00～21:00 0475-55-8720

3985 山武郡市広域水道企業団 業務課 東金市 家徳361-1 - - 0475-55-7851
3986 山武郡市広域水道企業団お客様センター 事務室 東金市 東上宿12-13 - - 0475-50-4132
3987 ユニヴァーサル雙葉学園 新館入口 東金市 幸田680 - 7:00～19:00 有 0475-52-8680
3988 私立千葉学芸高校総合グランド 教官室 東金市 道庭215-1 - - 0475-55-1911
3989 新千葉カントリー倶楽部 フロント 東金市 家之子2177 - - 0475-54-0500
3990 インターナショナルスイミング コーチ室 東金市 北之幸谷264-3 - - 0475-54-0821
3991 日本ペイント㈱ 受付脇 東金市 関下630 - - 0475-58-5111
3992 ショッピングモール サンピア 警備室入口 東金市 東岩崎8－10 - - 0475-54-3511
3993 長谷川化学工業 玄関入口 東金市 小沼田1624－3 - - 0475-55-4621
3994 コープネット東金要冷センター 1階廊下 東金市 丘山台2－6－7 - - 0475-50-4880
3995 芙蓉荘 3階廊下 東金市 家之子2010 - - 0475-55-5700
3996 エストーレホテル 事務室 東金市 八坂台1－8 - - 0475-55-1111
3997 栄研化学東金工場 玄関出入口 東金市 家徳154 - - 0475-58-3211
3998 パールショップともえサイドⅡ 正面出入口 東金市 田間1333－5 - - 0475-54-6777
3999 ケーズ電気東金店 正面出入口 東金市 押堀42 - - 0475-55-2411
4000 パーラーアップル 風徐室 東金市 下武射田1886－1 - - 0475-58-6262
4001 山田スパジオ ホール内 東金市 山田1155－1 - - 0475-50-9922



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
4002 池野通建（株） 事務室 東金市 丘山台3-12－1 - - 0475-52-1439
4003 ドコモショップ東金店 事務室 東金市 押堀663－1 - - 0475-50-1500
4004 千葉銀行東金支店 ロビー 東金市 東金1060－6 - - 0475-54-1151
4005 麻生歯科医院 診察室 東金市 東金1189 - - 0475-52-2855
4006 鈴木歯科医院 医局 東金市 松之郷2678－6 - - 0475-52-1781
4007 求名駅前歯科医院 受付 東金市 求名2－34 - - 0475-52-7070
4008 りゅうクリニック 心電図室 東金市 田間1285－2 - - 0475-77-8787
4009 丸山製作所 警備室 東金市 小沼田1554－3 - - 0475-52-0131
4010 東雲閣 事務室 東金市 堀上1286－1 - - 0475-55-4949
4011 松半店舗 応接室 東金市 田間91 - - 0475-52-4665
4012 フラミンゴ東金店 カウンター 東金市 薄島554－1 - - 0475-58-7285
4013 城西国際大学水田記念野球場 ネット裏本部棟 東金市 二之袋1204 - - 0475-52-7401
4014 JA山武郡市 豊成支所 事務室 東金市 関内338 - - 0475-58-3331
4015 JA山武郡市 東金支所 玄関出入口 東金市 東金795 - - 0475-54-0521
4016 JA山武郡市 東金経済センター 事務室 東金市 東金783 - - 0475-54-0086
4017 JA山武郡市 豊成斎場 ロビー 東金市 中野631－1 - - 0475-58-0983
4018 JA山武郡市 グリーンプラザ 店舗出入口 東金市 薄島3－1 - - 0475-58-9421
4019 山口歯科医院 待合室 東金市 東上宿5－5 - - 0475-55-2781
4020 京葉銀行 ロビー 東金市 東金1393 - - 0475-52-3171
4021 私立千葉学芸高校 校舎玄関 東金市 田間1999 - - 0475-52-1161
4022 私立千葉学芸高校 武道館 東金市 田間1999 - - 0475-52-1161
4023 アドレスサービス㈱ 管理室 東金市 士農田17-9 - - 0475-58-8266
4024 アドレスサービス㈱ 工場内 東金市 士農田17-9 - - 0475-58-8266
4025 ケアーセンター浅井 療養棟 東金市 家徳157－1 - - 0475-58-6781
4026 ケアーセンター浅井 ケア棟 東金市 家徳157－1 - - 0475-58-6781
4027 城西国際大学 施設内① 東金市 求名1 - - 0475-55-8800
4028 城西国際大学 施設内② 東金市 求名1 - - 0475-55-8800
4029 城西国際大学 施設内③ 東金市 求名1 - - 0475-55-8800
4030 城西国際大学 施設内④ 東金市 求名1 - - 0475-55-8800
4031 城西国際大学 施設内⑤ 東金市 求名1 - - 0475-55-8800
4032 ソニーカスタマーサービス㈱ 施設内① 東金市 上武射田2310 - - 0475-58-7111
4033 ソニーカスタマーサービス㈱ 施設内② 東金市 上武射田2310 - - 0475-58-7111
4034 ソニーカスタマーサービス㈱ 施設内③ 東金市 上武射田2310 - - 0475-58-7111
4035 ソニーカスタマーサービス㈱ 施設内④ 東金市 上武射田2310 - - 0475-58-7111
4036 ソニーカスタマーサービス㈱ 施設内⑤ 東金市 上武射田2310 - - 0475-58-7111
4037 ソニーカスタマーサービス㈱ 施設内⑥ 東金市 上武射田2310 - - 0475-58-7111
4038 ソニーカスタマーサービス㈱ 施設内⑦ 東金市 上武射田2310 - - 0475-58-7111
4039 ソニーカスタマーサービス㈱ 施設内⑧ 東金市 上武射田2310 - - 0475-58-7111
4040 生活協同組合 パルシステム千葉東金センター 事務所入口 東金市 丘山台1丁目12-1 - 6:00～20:00 無 050-3732-9270
4041 産業交流拠点施設直売所 みのりの郷 直売所内 東金市 田間1300-3 毎日 9:00～18:00 有 0475-53-3615
4042 グローバルチーズ 工場内通路 東金市 丘山台2丁目9-15 平日 8:15～17:00 有 0475-52-7081

4043 地域生活支援センター「ゆりの木」「サンフラワー」 1階スタッフルーム入口 東金市 東金1060-6 平日 9:00～17:30 無 0475-53-5001

4044 千葉信用金庫 東金支店 窓口 東金市 東金1050 平日 9:00～15:00 無 0475-52-4131
4045 銚子信用金庫 東金支店 窓口 東金市 東岩崎6-4 平日 9:00～15:00 無 0475-55-1751
4046 ジャパンケア東金・小規模多機能型ステーション 事務所 東金市 堀上8-1 毎日 24時間 有 0475-50-9521
4047 ぐみょう今井歯科医院 受付 東金市 求名895-6 平日 9:30～20:00 無 0475-58-7374
4048 今井医院 診察室 東金市 田間1130 平日 9:00～17:00 無 0475-52-0276
4049 山武郡市医師会 事務室 東金市 東岩崎5-12 平日 9:00～17:00 無 0475-52-4611
4050 （株）ダイナム 千葉東金店 カウンター周辺 東金市 福俵102-1 店休日を除く 10:00～23:00 無 0475-50-1391
4051 田波整形外科 オペ室 東金市 南上宿41-17 平日 8:30～18:30 無 0475-55-2828



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
4052 東千葉カントリー倶楽部 医務室 東金市 滝503 毎日 6:00～19:00 無 0475-54-2681
4053 東金労働基準監督署 階段 東金市 田間65 平日 8:30～17:15 有 0475-52-4358
4054 パラメディカル 店舗 東金市 田間758-1 平日 9:00～18:00 有 0475-52-1121
4055 斉藤クリニック 処置室 東金市 台方2058-1 平日 9:00～18:00 有 0475-53-1110
4056 東金整形外科 待合室 東金市 東岩崎26-14 平日 9:00～18:30 無 0475-55-8002
4057 寿デイサービスセンター東金 安静室 東金市 日吉台4丁目792-12 平日 8:00～18:00 無 0475-50-1766
4058 MGM東金店 カウンター 東金市 道庭600-1 毎日 10:00～23:00 有 0475-54-1916
4059 東金なごみ館 事務室 東金市 田間757-1 毎日 24時間 無 0475-52-8343
4060 豊成なごみ館 事務室 東金市 士農田43 毎日 24時間 無 0475-53-3233
4061 医療法人清和会 浅井病院 Ａ棟１階救急処置室① 東金市 家徳38-1 毎日 24時間 無 0475-58-5000
4062 医療法人清和会 浅井病院 Ａ棟２階救急処置室② 東金市 家徳38-1 毎日 24時間 無 0475-58-5001
4063 医療法人清和会 浅井病院 Ｂ棟１階外来処置室③ 東金市 家徳38-1 毎日 24時間 無 0475-58-5002
4064 医療法人清和会 浅井病院 Ｂ棟２階Ｂ２ナースステーション④ 東金市 家徳38-1 毎日 24時間 無 0475-58-5003
4065 医療法人清和会 浅井病院 Ｃ棟２階ナースステーション⑤ 東金市 家徳38-1 毎日 24時間 無 0475-58-5004
4066 医療法人清和会 浅井病院 Ｄ棟２階ナースステーション⑥ 東金市 家徳38-1 毎日 24時間 無 0475-58-5005
4067 医療法人清和会 浅井病院 デイケア棟１階スタッフルーム⑦ 東金市 家徳38-1 毎日 24時間 無 0475-58-5006
4068 石と光の楽園 みきの湯 カウンター 東金市 山田1155-1 木曜日の定休日以外 11:00～23:00 有 0475-54-5526
4069 サンピア歯科 診察室 東金市 東岩崎8-10 木曜日の定休日以外 10:00～18:00 無 0475-53-0500
4070 千葉日産自動車㈱東金台方店 入口 東金市 台方849 月曜日の定休日以外 10:00～19:00 有 0475-54-1171
4071 千葉日産自動車㈱東金田間店 待合室 東金市 田間983-1 月曜日の定休日以外 10:00～19:00 有 0475-55-1123
4072 千葉マツダ東金店 入口 東金市 家之子460-3 火曜日の定休日以外 10:00～18:00 有 0475-53-3233
4073 Honda Cars 市川 東金東店 ショールーム 東金市 家之子2347 火曜日の定休日以外 9:30～19:00 無 0475-54-2424
4074 シーエスランバー東金本社 事務室入口 東金市 滝沢643-1 毎日 8:00～17:00 無 0475-55-9591
4075 秋葉医院 オペ室 東金市 東金1195 毎日 8:30～18:00 有 0475-55-4881
4076 海匝地域振興事務所 海匝合同庁舎 旭市 ニ１９９７－１ 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 0479-62-0261
4077 上永井自然公園施設 展望館管理人室 旭市 上永井1309－1 月曜日は利用不可 8:30～17:15 無 0479-57-1181
4078 旭農業高等学校 管理棟１階廊下 旭市 旭市ロ1 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 0479-62-0129
4079 東総工業高等学校 本館１階保健室前 旭市 旭市鎌数字川西5146 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0479-62-2522
4080 東総工業高等学校 体育館ｽﾃｰｼﾞ脇出入口内 旭市 旭市鎌数字川西5146 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0479-62-2522
4081 東総工業高等学校 建設科実習棟外壁面 旭市 旭市鎌数字川西5146 月～日 終日 有 0479-62-2522
4082 旭警察署 １階 旭市 二の１－１ 毎日利用可能 終日 有 0479-64-0110

4083 千葉県東総文化会館 会館事務室内（保健室） 旭市 ハの６６６番地
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）

有 0479-64-2001

4084 旭高等技術専門校 １階職員室 旭市 鎌数5146 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 0479-62-2508

4085 東部図書館 閲覧室 旭市 ハの349
月曜（祝日の場合は翌日）以
外

8:30～19:15（土休日は～
17:15）

有 0479-62-7337

4086 東総運動場 陸上競技場事務室 旭市 清和乙621 火～日 月は利用不可 9：00～17：00 無 0479-68-1061
4087 東総運動場 庭球場倉庫 旭市 清和乙621 火～日 月は利用不可 9：00～17：00 無 0479-68-1061

4088 海上キャンプ場 管理棟入口内 旭市 岩井１０００
毎日（第2、第4月曜、年末年
始を除く）

09:00～17:00 有 0479-55-5250

4089 長熊釣堀センター 事務所内 旭市 萬力３５６６－１ 毎日（第3木曜を除く） 07:00～15:30 有 0479-68-4602

4090 旭市防災資料館 入口 旭市 萩園1437
火、水、木、金、土、日（年
末年始を除く）

09:00～17:00 有 0479-57-6712

4091 コミュニティーセンター ロビー 旭市 萬力2231
水、木、金、土、日（祝日、
年末年始を除く）

08:30～17:00 有 0479-68-4655

4092 萬歳地区多目的研修センター ロビー 旭市 櫻井123-1
火、水、木、金、土（祝日、
年末年始を除く）

08:30～17:00 有 0479-68-4000

4093 ふれあいセンター ロビー 旭市 入野1355-1
火、水、木、金、土（祝日、
年末年始を除く）

08:30～17:00 有 0479-68-4899

4094 旭市役所本庁舎 １階受付脇 旭市 ニの1920 平日 08:30～17:15 有 0479-62-1212



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
4095 旭市役所海上支所 2階教育委員会内 旭市 高生1 平日 08:30～17:15 有 0479-55-5721
4096 旭市役所海上支所 １階受付脇 旭市 高生1 平日 08:30～17:15 有 0479-55-3111
4097 旭市役所飯岡支所 １階ロビー 旭市 萩園1800 平日 08:30～17:15 有 0479-57-3111
4098 旭市役所干潟支所 １階ロビー 旭市 南堀之内10 平日 08:30～17:15 有 0479-68-2111
4099 旭市消防本部 １階ロビー 旭市 イの2953-1 毎日 0:00～24:00 有 0479-63-0119
4100 旭市総合体育館 １階受付脇 旭市 ニの5491 火、水、木、金、土、日 09:00～21:00 有 0479-64-1101

4101 海上健康増進センター １階受付脇 旭市 高生1
火、水、木、金、土、日（祝
日を除く）

08:30～17:15 有 0479-55-5553

4102 旭市保健センター １階受付脇 旭市 ニの2787-1 平日 08:30～17:15 有 0479-63-8766
4103 飯岡福祉センター １階受付脇 旭市 横根3520 毎日（祝日を除く） 08:30～17:00 有 0479-57-5577

4104 いいおかけんこうセンター １階トレーニング室入口 旭市 横根3520
火、水、木、金、土、日（祝
日を除く）

08:30～17:15 有 0479-57-3113

4105 旭市市民会館 １階ロビー 旭市 ロの729
火、水、木、金、土、日（祝
日、年末年始を除く）

09:00～21:00 有 0479-62-6581

4106 飯岡ユートピアセンター １階事務室前 旭市 横根1365-25
火、水、木、金、土、日（祝
日を除く）

09:00～17:00 有 0479-57-6060

4107 海上公民館 １階受付脇 旭市 高生1
火、水、木、金、土、日（祝
日を除く）

08:30～17:15 有 0479-55-2566

4108 干潟公民館 １階ロビー 旭市 南堀之内22-1
火、水、木、金、土、日（祝
日を除く）

08:30～17:15 有 0479-68-3111

4109 あさひ健康福祉センター １階ロビー 旭市 中谷里8340
毎日（第2、第4月曜、年末年
始を除く）

10:00～17:00 有 0479-62-0686

4110 旭市立中央小学校 １階職員玄関前 旭市 ハの74 - - 有 0479-62-0142
4111 旭市立琴田小学校 １階玄関 旭市 琴田2864-1 - - 有 0479-62-0876
4112 旭市立干潟小学校 １階職員室前廊下 旭市 鎌数9508 - - 有 0479-62-2502
4113 旭市立富浦小学校 １階児童昇降口 旭市 中谷里3383-2 - - 有 0479-62-2700
4114 旭市立矢指小学校 １階職員玄関前 旭市 椎名内1278 - - 有 0479-62-0734
4115 旭市立共和小学校 １階職員玄関 旭市 新町771 - - 有 0479-62-0179
4116 旭市立豊畑小学校 １階職員玄関 旭市 井戸野2738 - - 有 0479-62-2581
4117 旭市立鶴巻小学校 １階職員玄関 旭市 蛇園5533 - - 有 0479-55-2240
4118 旭市立滝郷小学校 １階児童昇降口 旭市 清滝821 - - 有 0479-55-3009
4119 旭市立嚶鳴小学校 １階玄関 旭市 高生3610 - - 有 0479-55-2161
4120 旭市立三川小学校 １階保健室内 旭市 三川4643 - - 有 0479-57-2072
4121 旭市立飯岡小学校 １階職員玄関 旭市 飯岡2020-1 - - 有 0479-57-2048
4122 旭市立中和小学校 １階保健室前廊下 旭市 清和甲181 - - 有 0479-68-2046
4123 旭市立萬歳小学校 １階保健室前廊下 旭市 萬歳惣堀番外1 - - 有 0479-68-2027
4124 旭市立古城小学校 １階職員玄関横 旭市 鏑木2699 - - 有 0479-68-2421
4125 旭市立第一中学校 １階職員玄関 旭市 ハの2304 - - 有 0479-62-0159
4126 旭市立第二中学校 １階保健室前 旭市 ニの2510-1 - - 有 0479-62-0049
4127 旭市立海上中学校 １階生徒昇降口 旭市 高生77 - - 有 0479-55-2150
4128 旭市立飯岡中学校 体育館入口 旭市 横根3746 - - 有 0479-57-2119
4129 旭市立干潟中学校 １階職員室前 旭市 入野2170 - - 有 0479-68-2456

4130 ひかり保育園 事務室内１ 旭市 飯岡2115-2
平日（日曜、祝日及び年末年
始12月29日～1月3日を除く）

7：00～19：00（17：00～
19：00は子どもが滞在して
いる間）

有 0479-57-2884

4131 習志野健康福祉センター １階ロビー 習志野市 本大久保５－７－１４ 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 047‐475-5151
4132 花見川第二終末処理場 汚泥処理棟１階玄関ホール 習志野市 芝園３丁目－４ 月～金 土日祝日は利用不可 ８：３０～１７：１５ 有 043-213-4340
4133 津田沼高等学校 体育館１階入口 習志野市 習志野市秋津5-9-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:45 無 047-451-1177
4134 津田沼高等学校 特別教室棟１階保健室前 習志野市 習志野市秋津5-9-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:45 無 047-451-1177
4135 実籾高等学校 校舎・管理棟１階事務室前 習志野市 習志野市実籾本郷22-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 047-479-1144
4136 実籾高等学校 体育館１階体育教官室前 習志野市 習志野市実籾本郷22-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 047-479-1144



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
4137 習志野特別支援学校 １階事務室 習志野市 習志野市袖ケ浦5-11-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 047-470-7750
4138 習志野警察署 １階 習志野市 鷺沼台２－４－１ 毎日利用可能 終日 有 047-474-0110

4139 国際総合水泳場 １階ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙ障害者用ｼｬﾜｰｺｰﾅｰ入り口付近 習志野市 茜浜2-3-3 休場日以外毎日利用可能
平日9:00～22:30(11月～3
月：～21:30)土日祝日9:00
～21:00

有 047-451-1555

4140 国際総合水泳場 １階ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ選手控室廊下側出入口 習志野市 茜浜2-3-3 休場日以外毎日利用可能
平日9:00～22:30(11月～3
月：～21:30)土日祝日9:00
～21:00

有 047-451-1555

4141 市役所仮庁舎 2階入り口 習志野市 津田沼５－１２－４
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:30～17:00 有 047-451-1151

4142 芝園清掃工場 リサイクルプラザ事務所前 習志野市 芝園３－２－１
月～土（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

9:00～16:00 有 047-453-0530

4143 茜浜近隣公園 用具倉庫 習志野市 茜浜１－３ 公園使用日
6:00～21:00（公園使用時
に限る）

4144 東習志野８丁目町会 1階ホール下駄箱上 習志野市 東習志野８－２２－２２ 不定期（施設利用時） 施設開錠時 有
4145 企業局 1階ホール 習志野市 藤崎１－１－１３ 毎日 ２４時間 有 047-475-3321
4146 津田沼浄化センター ２階管理制御室 習志野市 芝園３－３－１ 毎日 0:00～24:00 有 047-451-2291
4147 東部保健福祉センター 2階ホール 習志野市 屋敷４－６－６ 毎日（12/28～1/3を除く） 8:30～17:30 有 047-476-9596
4148 勤労会館 1階受付奥廊下 習志野市 花咲２－３－９ 毎日（12/29～1/3を除く） 9:00～21:00 有 047-475-3050

4149 第一中学校 体育館 習志野市 谷津６－４－１
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:05～16:35 有 047-472-6165

4150 第二中学校 1階ホール 習志野市 実籾１－４４－１
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:10～16:40 有 047-472-5241

4151 第三中学校 1階受付前 習志野市 袖ケ浦４－３－１
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:05～16:35 有 047-452-0330

4152 第四中学校 1事務室前 習志野市 東習志野３－４－３
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:10～16:40 有 047-477-2727

4153 第五中学校 1階連絡通路 習志野市 藤崎２－３－１６
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:10～16:40 有 047-477-6622

4154 第六中学校 1階ホール 習志野市 屋敷２－１７－７
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:10～16:40 有 047-477-6633

4155 第七中学校 1階玄関 習志野市 香澄６－１－１
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:10～16:40 有 047-451-8151

4156 習志野高等学校 1階体育館 習志野市 東習志野１－２－１
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

開門時 有 047-472-2148

4157 津田沼小学校 2階体育館アリーナ玄関 習志野市 津田沼４－５－２
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:10～16:40 有 047-454-1326

4158 大久保小学校 1階昇降口 習志野市 藤崎６－９－２８
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:10～16:40 有 047-474-1346

4159 谷津小学校 2階体育館 習志野市 谷津５－１－３２
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:10～16:40 有 047-477-8282

4160 鷺沼小学校 1階職員室前玄関 習志野市 鷺沼３－１－１
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:10～16:40 有 047-454-1236

4161 実籾小学校 1階事務室前玄関 習志野市 実籾１－２５－１
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:10～16:40 有 047-474-1266

4162 大久保東小学校 1階職員玄関 習志野市 大久保２－１２－１
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:10～16:40 有 047-477-8181

4163 袖ケ浦西小学校 1階体育館内玄関 習志野市 袖ケ浦１－１－１
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:10～16:40 有 047-451-2423

4164 東習志野小学校 Ａ棟1階事務室前 習志野市 東習志野３－４－２
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:10～16:40 有 047-477-8484



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

4165 袖ケ浦東小学校 1階中央昇降口 習志野市 袖ケ浦５－１１－１
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:10～16:40 有 047-451-2233

4166 屋敷小学校 1階事務室前玄関 習志野市 屋敷２－１－１
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:10～16:40 有 047-476-4679

4167 藤崎小学校 1階体育館内入り口 習志野市 藤崎４－１２－１
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:10～16:40 有 047-472-4509

4168 向山小学校 1階受付前廊下 習志野市 谷津２－１６－３２
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:10～16:40 有 047-451-1717

4169 秋津小学校 2階玄関 習志野市 秋津３－１－１
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:10～16:40 有 047-451-8111

4170 香澄小学校 2階職員室 習志野市 香澄４－６－１
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:10～16:40 有 047-451-6399

4171 谷津南小学校 1階体育館入口 習志野市 谷津３－１－３６
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:10～16:40 有 047-453-1221

4172 谷津公民館 1階ロビー 習志野市 谷津４－７－１０
火～日（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

9:00～17:00（17時以降施
設利用時は21時まで）

有 047-452-1509

4173 菊田公民館 1階玄関 習志野市 津田沼７－９－２０
火～日（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

9:00～17:00（17時以降施
設利用時は21時まで）

有 047-452-7711

4174 袖ケ浦公民館 1階ホール 習志野市 袖ケ浦２－５－１
火～日（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

9:00～17:00（17時以降施
設利用時は21時まで）

有 047-451-6776

4175 市民会館 1階受付前 習志野市 本大久保３－８－２０ 火～日（12/29～1/3を除く）
9:00～17:00（17時以降施
設利用時は21時まで）

有 047-476-3213

4176 屋敷公民館 1階玄関奥倉庫 習志野市 屋敷３－１３－１３
火～日（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

9:00～17:00（17時以降施
設利用時は21時まで）

有 047-475-4354

4177 実花公民館 1階ホール 習志野市 東習志野６－７－２
火～日（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

9:00～17:00（17時以降施
設利用時は21時まで）

有 047-477-8899

4178 谷津出張所 1階階段横 習志野市 谷津４－３－５ 毎日 24時間（災害時除く） 有 047-454-0304
4179 秋津出張所 １階ロビー 習志野市 秋津３－７－１ 毎日 24時間（災害時除く） 有 047-451-1101

4180 保健会館（情報センター） 1階入り口 習志野市 鷺沼１－２－１ 毎日
8:30～23:00（土・日・国
民の祝日・年末年始）
20:00～23:00

有 047-453-2922

4181 習志野市役所市民課棟 1階市民課受付 習志野市 鷺沼1-1-1
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:30～17:15 有 047-451-1151

4182 庁舎 第二分室 1階通路 習志野市 鷺沼2-1-46
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:30～17:15 有 047-451-1151

4183 庁舎 第三分室 税制課受付 習志野市 鷺沼2-1-47
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:30～17:15 有 047-451-1151

4184 庁舎 第四分室 危機管理課受付 習志野市 鷺沼1-2-1
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:30～17:15 有 047-451-1151

4185 庁舎 サンロード分室 6階受付 習志野市 津田沼5-12-12 毎日（12/29～1/3を除く） 8:30～21:30 有 047-451-1151

4186 大久保保育所 1階職員室 習志野市 泉町3-2-1
月、火、水、木、金、土（祝
日、12/29～1/3を除く）

7:00～19:00（土曜18:30ま
で）

有 047-472-0015

4187 大久保第二保育所 1階職員室 習志野市 大久保2-7-7
月、火、水、木、金、土（祝
日、12/29～1/3を除く）

7:00～19:00（土曜18:30ま
で）

有 047-476-7474

4188 本大久保保育所 施設入口下駄箱上 習志野市 本大久保4-9-1
月、火、水、木、金、土（祝
日、12/29～1/3を除く）

7:00～19:00（土曜18:30ま
で）

有 047-472-1579

4189 本大久保第二保育所 事務室窓口 習志野市 本大久保4-5-1
月、火、水、木、金、土（祝
日、12/29～1/3を除く）

7:00～19:00（土曜18:30ま
で）

有 047-476-7474

4190 藤崎保育所 1階職員室 習志野市 藤崎3-2-19
月、火、水、木、金、土（祝
日、12/29～1/3を除く）

7:00～19:00（土曜18:30ま
で）

有 047-472-9621



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

4191 菊田第二保育所 1階玄関 習志野市 津田沼3-11-10
月、火、水、木、金、土（祝
日、12/29～1/3を除く）

7:00～19:00（土曜18:30ま
で）

有 047-476-5581

4192 谷津南保育所 1階職員室 習志野市 谷津3-1-13
月、火、水、木、金、土（祝
日、12/29～1/3を除く）

7:00～19:00（土曜18:30ま
で）

有 047-451-5165

4193 谷津保育所 1階事務室 習志野市 谷津2-20-2
月、火、水、木、金、土（祝
日、12/29～1/3を除く）

7:00～19:00（土曜18:30ま
で）

有 047-453-3811

4194 秋津保育所 1階職員室 習志野市 秋津3-8-1
月、火、水、木、金、土（祝
日、12/29～1/3を除く）

7:00～19:00（土曜18:30ま
で）

有 047-451-8131

4195 新栄幼稚園 1階職員室 習志野市 新栄1-12-2
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:30～17:00 有 047-477-5588

4196 大久保東幼稚園 1階職員室 習志野市 大久保2-12-1
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:30～17:00 有 047-476-6148

4197 藤崎幼稚園 1階職員室 習志野市 藤崎4-12-1
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:30～17:00 有 047-477-3686

4198 屋敷幼稚園 1階職員室 習志野市 屋敷2-1-1
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:30～17:00 有 047-475-9531

4199 谷津幼稚園 1階職員室 習志野市 谷津5-1-17
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:30～17:00 有 047-476-0522

4200 向山幼稚園 1階受付前 習志野市 谷津2-16-32
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:30～17:00 有 047-451-1919

4201 津田沼幼稚園 1階職員室 習志野市 津田沼4-5-1
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:30～17:00 有 047-453-8677

4202 袖ヶ浦こども園 1階職員室 習志野市 袖ヶ浦1-7-1
月、火、水、木、金、土（祝
日、12/29～1/3を除く）

7:00～19:00 有 047-453-6630

4203 秋津幼稚園 1階職員内窓口 習志野市 秋津3-1-1
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:30～17:00 有 047-451-8181

4204 香澄幼稚園 1階職員室 習志野市 香澄4-6-1
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:30～17:00 有 047-451-6299

4205 東習志野こども園 1階受付 習志野市 東習志野3-4-1
月、火、水、木、金、土（祝
日、12/29～1/3を除く）

7:00～19:00 有 047-477-0115

4206 杉の子こども園 1階事務室 習志野市 本大久保2-3-15
月、火、水、木、金、土（祝
日、12/29～1/3を除く）

7:00～19:00 有 047-472-4255

4207 こどもセンター 2階事務室 習志野市 鷺沼1-8-24
月～土（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

9:00～16:00 有 047-452-3711

4208 きらっ子ルームやつ 1階事務室前棚 習志野市
谷津5-5-3ステージエイト1
階

月、水、木、金、土、日（祝
日、12/29～1/3を除く）

8:30～17:15 有 047-475-5544

4209 きらっ子ルームおおくぼ 2階受付前下駄箱上 習志野市
本大久保4-14-10GRAND
PALACE大久保2階

月、火、水、木、金、土（祝
日、12/29～1/3を除く）

8:30～17:15 有 047-471-4158

4210 あじさい療育支援センター 1階玄関（ロッカー内） 習志野市 秋津3-4-1
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:30～17:15 有 047-451-6767

4211 ひまわり発達相談センター 1階事務室 習志野市 秋津3-5-1
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:30～17:15 有 047-451-2922

4212 教育委員会事務局 2階総務課 習志野市 鷺沼2-1-10
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:30～17:15 有 047-451-1151

4213 鹿野山少年自然の家 習志野市 鹿野山常緑平731-地 - - 有 0439-37-2197

4214 総合教育センター 1階事務室 習志野市 東習志野3-4-4
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:30～17:15 有 047-476-1715

4215 旧鴇田家住宅 管理人室 習志野市
実籾2-24-1（実籾本郷公園
内）

月、火、水、木、金、土（第
２・第４月、祝日、12/29～
1/4を除く）

9:30～16:30 有 047-453-9382



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

4216 あづまこども会館 1階受付 習志野市 泉町2-1-36
火、水、木、金、土、日（祝
日、12/29～1/3を除く）

9:00～17:00 有 047-477-9077

4217 大久保図書館 1階受付カウンター内 習志野市 本大久保3-8-19
火、水、木、金、土、日（第1
金曜日及び12/29～1/3を除
く）

9:00～17:00（木19:00ま
で）

有 047-475-3213

4218 実花小学校 1階事務室 習志野市 東習志野6-7-2
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:10～16:40 有 047-477-3685

4219 藤崎出張所 1階ロビー 習志野市 藤崎６－２０－１１ 毎日 24時間（災害時除く） 有 047-473-3441
4220 東消防署 庁舎入り口（庁舎内） 習志野市 東習志野２－２－１５ 毎日 24時間（災害時除く） 有 047-472-1498
4221 中央消防署 1階ロビー 習志野市 鷺沼２－１－４３ 毎日 24時間 有 047-452-1212

4222 海浜霊園 管理事務所 習志野市 芝園３－１－１ 毎日
9:00～16:30（季節により
変更あり）

有 047-451-5445

4223 実籾コミュニティホール ２階受付 習志野市 実籾５-３-２０
火～日（国民の祝日、年末年
始を除く）

9:00～21:00 有 047-455-6500

4224 フロンティアサッカーフィールド（秋津サッカー場） 1階受付前 習志野市 秋津３－７－３ 毎日（12/29～1/3を除く） 8:30～17:00 有 047-451-5661

4225 新習志野公民館 2階ホール 習志野市 秋津３－６－３
火～日（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

9:00～17:00（17時以降施
設利用時は21時まで）

有 047-453-3400

4226 谷津コミュニティーセンター 1階ホール（正面玄関脇） 習志野市 谷津５－１６－３３
火～日（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:30～21:00 有 047-471-2071

4227 東習志野コミュニティセンター 2階ロビー 習志野市 東習志野３－１－２０
火～日（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:30～21:00 有 047-475-9901

4228 ゆうゆう館 1階受付前券売機横 習志野市 本大久保３－２－１
毎日（8/12～8/18、12/29～
1/3を除く）

9:00～21:00 有 047-477-8021

4229 谷津干潟自然観察センター 1階受付前 習志野市 秋津５－１－１
火、水、木、金、土、日
（12/29～1/3を除く）

9:00～17:00 有 047-454-8416

4230 谷津バラ園 1階展示室 習志野市 谷津３－１－１４
火～日（12/28～1/4を除く）
※5月、6月、10月～11月15日
は毎日

（5/1～6/30）9:00～
18:00、（7/1～9/30）9:00
～17:00、（10/1～4/30）
9:00～16:30

有 047-453-3772

4231 東部体育館 １階ホール 習志野市 東習志野３－４－５ 毎日（12/29～1/3を除く） 9:00～21:00 有 047-493-7900
4232 実籾テニスコート 1階事務室 習志野市 実籾６－２９－１ 毎日（12/29～1/3を除く） 9:00～17:00 有 047-477-9219
4233 芝園テニスコート・フットサル場 1階事務室 習志野市 芝園１－３－２ 毎日（12/29～1/3を除く） 8:30～21:25 有 047-451-0280

4234 茜浜パークゴルフ 1階受付前ホール 習志野市 茜浜３－５－１
月、火、木、金、土、日
（12/29～1/3を除く）

8:30～17:00 有 047-453-7666

4235 養護老人ホーム白鷺園 1階受付前 習志野市 鷺沼3-6-44 毎日 8:30～17:30 有 047-452-2462

4236 花の実園 1階受付（戸棚の中） 習志野市 秋津3-4-1
月～金（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:25～17:10 有 047-451-3921

4237 市民プラザ大久保 1階ホール 習志野市 大久保4-2-11
毎日（第2、第4火曜、12/29
～1/3を除く）

9:00～21:00 有 047-470-8171

4238 習志野文化ホール 事務室窓口 習志野市 谷津1-16-1
毎日（第2、第4月曜、12/29
～1/3を除く）

9:00～17:00 有 047-479-1212

4239 秋津野球場 事務所受付前 習志野市 秋津３－７－２ 毎日（12/29～1/3を除く） 8:30～17:00 有 047-451-5661
4240 袖ケ浦体育館 1階玄関ホール 習志野市 袖ケ浦５－１－１ 毎日（12/29～1/3を除く） 9:00～21:00 有 047-452-4380
4241 秋津テニスコート 1階トイレ前 習志野市 秋津５－２０－２ 毎日（12/29～1/3を除く） 9:00～21:00 有 047-452-6155

4242 総合福祉センター（さくらの家） 1階ホール 習志野市 秋津３－４－１
月～土（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

8:30～17:00 有 047-451-3566

4243 介護老人保健施設ケアセンター習志野 1階ロビー 習志野市 秋津3-5-2 毎日（12/29～1/3を除く） 8:30～19:00 有 047-453-1511
4244 （株）日立産機システム習志野事業所 正門、東門、工場内 習志野市 東習志野7-1-1 毎日 ２４時間 有 047-477-1111
4245 鈴木金属工業株式会社 守衛室、構内 習志野市 東習志野7-5-1 毎日 ２４時間 有 047-476-3523
4246 特別養護老人ホームマイホーム習志野 1階事務室 習志野市 屋敷1-1-1 毎日 7:00～22:00 有 047-470-1212



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
4247 株式会社竹中工務店東日本機材センター 事務所棟、工場棟 習志野市 東習志野７－５－３
4248 かすみ保育園 玄関 習志野市 香澄４－１－１ 月～土 7:00～20:00 有 047‐408‐1170
4249 若松すずみ保育園 １階職員室 習志野市 東習志野2-13-2 月～土 7:00～19:00 有 047‐472‐3896

4250 明徳そでにの保育園 １階事務所 習志野市 鷺沼1-14-16
月～土（国民の祝日、12/29
～1/3を除く）

7:00～19:00（土18:30ま
で）

有 047‐453‐2207

4251 アスクかなでのもり保育園 2階事務所 習志野市
奏の杜2‐1‐1奏の杜フォ
ルテ

月～土 7:00～20:00 有 047‐403‐0138

4252 アスクかなでのもり第二保育園 1階医務室 習志野市 奏の杜１－３－３１ 月～土 7:00～20:00 有 047‐471‐0250
4253 東葛テクノプラザ エントランスホール 柏市 柏の葉５－４－６ 毎日利用可能 0：00～24：00 有 04-7133-0139

4254 県立柏の葉公園 レストハウス 柏市 柏の葉4-1 年末年始を除き毎日利用可能

３月～１１月 ９：３０～
１７：００<crlf>１２月～
２月 ９：３０～１６：０
０

無 04-7134-3318

4255 県立柏の葉公園 コミュニティ体育館 柏市 柏の葉4-1
火、年末年始を除き毎日利用
可能

９：００～２１：００ 無 04-7134-3500

4256 県立柏の葉公園 茶室 柏市 柏の葉4-1
火、年末年始を除き毎日利用
可能

９：００～１７：００ 無 04-7134-2017

4257 県立柏の葉公園 総合競技場 柏市 柏の葉4-1
火、年末年始を除き毎日利用
可能

９：００～１７：００ 無 04-7135-5012

4258 県立柏の葉公園 庭球場 柏市 柏の葉4-1
火、年末年始を除き毎日利用
可能

９：００～１７：００ 無 04-7135-5014

4259 県立柏の葉公園 野球場 柏市 柏の葉4-1
火、年末年始を除き毎日利用
可能

９：００～１７：００ 有 04-7132-4607

4260 東葛飾高等学校 体育館前 柏市 柏市旭町3-2-1 毎日 終日 無 04-7143-4271
4261 東葛飾高等学校 管理棟１階保健室前 柏市 柏市旭町3-2-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～21:30 無 04-7143-4271
4262 柏高等学校 保健室前 柏市 柏市布施254 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7131-0013
4263 柏高等学校 ２階渡り廊下 柏市 柏市布施254 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7131-0013
4264 柏高等学校 体育館ステージ壁面 柏市 柏市布施254 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7131-0013
4265 柏南高等学校 南棟１階保健室前 柏市 柏市増尾1705 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7173-2101
4266 柏南高等学校 中庭自販機 柏市 柏市増尾1705 月～日 終日 無 04-7173-2101
4267 柏陵高等学校 管理特別教室棟保健室前壁面 柏市 柏市逆井444-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7174-8551
4268 柏陵高等学校 体育館１階体育準備室入口付近 柏市 柏市逆井444-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7174-8551
4269 柏の葉高等学校 体育科準備室前 柏市 柏市柏の葉6-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7132-7521
4270 柏の葉高等学校 １階職員玄関内 柏市 柏市柏の葉6-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 有 04-7132-7521
4271 柏中央高等学校 職員玄関事務室前廊下 柏市 柏市松ヶ崎884-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7133-3141
4272 柏中央高等学校 体育館１階体育科研究室前 柏市 柏市松ヶ崎884-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7133-3141
4273 沼南高等学校 管理棟１階事務室前 柏市 柏市岩井678-3 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7191-8121
4274 沼南高柳高等学校 １階事務室前 柏市 柏市高柳995 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 04-7191-5281
4275 沼南高柳高等学校 体育館１階体育準備室前 柏市 柏市高柳995 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 有 04-7191-5281
4276 東葛飾中学校 中学棟１階職員室 柏市 柏市旭町3-2-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 04-7143-4271
4277 柏特別支援学校 管理特別教室棟１階事務室カウンター 柏市 柏市十余二418-5 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 04-7133-5631
4278 我孫子特別支援学校（清新分校） 保健室内 柏市 柏市高柳995 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 有 04-7193-6020
4279 柏警察署 １階 柏市 松ヶ崎７２２－１ 毎日利用可能 終日 有 04-7148-0110
4280 第三機動隊 １階 柏市 柏の葉６－３－３ 毎日利用可能 終日 有 04-7131-9921
4281 県立柏の葉公園 公園センター 柏市 柏の葉4-1 毎日利用可能 ９：００～１７：００ 無 04-7134-2015

4282 さわやかちば県民プラザ １階事務室通用入口脇（警備室） 柏市 柏の葉4-3-1
月曜（祝日の場合は翌日）以
外

8:50～21:00 無 04-7140-8600

4283 手賀の丘少年自然の家 管理研修棟１階ホール 柏市 泉1240-1
月曜（祝日の場合は翌日）以
外

8:30～17:30 有 04-7191-1923

4284 柏市消防局・西部消防署 1階ロビー 柏市 松葉町7-16-7 毎日 0:00～24:00 有 04-7133-0119
4285 西部消防署たなか分署 1階受付 柏市 大室327-1 毎日 0:00～24:00 有 04-7131-1424



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
4286 柏駅前行政サービスセンター 3階事務所 柏市 柏市柏1-1-11 平日 8:30～17:15 有 04-7168-5500
4287 大津ヶ丘中央公園市民プール 管理棟（開催時のみ） 柏市 大津ヶ丘2-1 平日 8:30～17:15 有 04-7191-7399
4288 柏第一小こどもルーム 保育室 柏市 あけぼの1-7-6 平日 8:30～17:15 有 04-7148-1065
4289 柏第二小こどもルーム 保育室 柏市 豊四季310 平日 8:30～17:15 有 04-7144-4641
4290 柏第三小こどもルーム 保育室 柏市 若葉町4-54 平日 8:30～17:15 有 04-7163-1080
4291 柏四小こどもルーム 保育室 柏市 松ヶ崎1182-9 平日 8:30～17:15 有 04-7143-4341
4292 柏第五小こどもルーム 保育室 柏市 柏932-7 平日 8:30～17:15 有 04-7164-8353
4293 富勢小こどもルーム 保育室 柏市 根戸467 平日 8:30～17:15 有 04-7133-5155
4294 田中小こどもルーム 保育室 柏市 大室1193-3 平日 8:30～17:15 有 04-7134-9141
4295 土南部小こどもルーム 保育室 柏市 新逆井1-10-1 平日 8:30～17:15 有 04-7172-7170
4296 柏七小こどもルーム 保育室 柏市 篠籠田723-1 平日 8:30～17:15 有 04-7147-2220
4297 柏八小こどもルーム 保育室 柏市 永楽台2-8-1 平日 8:30～17:15 有 04-7162-5020
4298 酒井根小こどもルーム 保育室 柏市 酒井根19-2 平日 8:30～17:15 有 04-7172-6610
4299 西原小こどもルーム 保育室 柏市 西原4-17-1 平日 8:30～17:15 有 04-7152-3566
4300 中原小こどもルーム 保育室 柏市 中原1821-1 平日 8:30～17:15 有 04-7168-2222
4301 増尾西小こどもルーム 保育室 柏市 増尾台3-5-9 平日 8:30～17:15 有 04-7176-2015
4302 豊小こどもルーム 保育室 柏市 豊四季610-2 平日 8:30～17:15 有 04-7175-8501
4303 松葉第一小こどもルーム 保育室 柏市 松葉町5-3 平日 8:30～17:15 有 04-7133-6333
4304 松葉第二小こどもルーム 保育室 柏市 松葉町2-16 平日 8:30～17:15 有 04-7132-6741
4305 十余二小こどもルーム 保育室 柏市 柏の葉4-4-1 平日 8:30～17:15 有 04-7133-2533
4306 高柳西小こどもルーム 保育室 柏市 しいの木台3-2 平日 8:30～17:15 有 047-383-5077
4307 高柳小こどもルーム 保育室 柏市 高南台3-14-12 平日 8:30～17:15 有 04-7192-2564
4308 旭小こどもルーム 保育室 柏市 旭町6-5-17 平日 8:30～17:15 有 04-7144-2332
4309 大津ケ丘二小こどもルーム 保育室 柏市 大津ケ丘4-8 平日 8:30～17:15 有 04-7191-8810
4310 柏六小こどもルーム 保育室 柏市 豊四季台4-2-1 平日 8:30～17:15 有 04-7146-2471
4311 酒井根西小こどもルーム 保育室 柏市 酒井根662-1 平日 8:30～17:15 有 04-7176-7253
4312 酒井根東小こどもルーム 保育室 柏市 酒井根1-2-1 平日 8:30～17:15 有 04-7175-0288
4313 逆井小こどもルーム 保育室 柏市 逆井452-2 平日 8:30～17:15 有 04-7174-1900
4314 田中北小こどもルーム 保育室 柏市 大青田1536-1 平日 8:30～17:15 有 04-7134-0080
4315 高田小こどもルーム 保育室 柏市 高田376-3 平日 8:30～17:15 有 04-7144-2666
4316 土小こどもルーム 保育室 柏市 増尾4-4-1 平日 8:30～17:15 有 04-7176-7317
4317 富勢西小こどもルーム 保育室 柏市 布施84-2 平日 8:30～17:15 有 04-7135-2333
4318 旭東小こどもルーム 保育室 柏市 旭町5-3-9 平日 8:30～17:15 有 04-7148-6669
4319 名戸ヶ谷小こどもルーム 保育室 柏市 名戸ヶ谷474-1 平日 8:30～17:15 有 04-7162-3690
4320 花野井小こどもルーム 保育室 柏市 花野井1652-34 平日 8:30～17:15 有 04-7133-7488
4321 藤心小こどもルーム 保育室 柏市 藤心880-1 平日 8:30～17:15 有 04-7176-8710
4322 大津ケ丘第一小こどもルーム 保育室 柏市 大津ケ丘3-50 平日 8:30～17:15 有 04-7192-1960
4323 風早北部小こどもルーム（第１） 保育室 柏市 大井1852-10 平日 8:30～17:15 有 04-7192-1150
4324 風早北部小こどもルーム（第２） 保育室 柏市 大島田25 平日 8:30～17:15 有 04-7192-1802
4325 風早南部小こどもルーム 保育室 柏市 藤ケ谷新田111-2 平日 8:30～17:15 有 04-7191-4747
4326 富勢東小こどもルーム 保育室 柏市 布施2176-2 平日 8:30～17:15 有 04-7133-3911
4327 手賀西小こどもルーム 保育室 柏市 泉541 平日 8:30～17:15 有 04-7192-0025

4328 光ヶ丘小こどもルーム 保育室 柏市
流山市向小金4-20-1 光ヶ
丘小学校内

平日 8:30～17:15 有 04-7175-8481

4329 柏の葉小こどもルーム 保育室 柏市
十余二348-48 中央404街
区3

平日 8:30～17:15 有 04-7135-2595

4330 沼南消防署手賀分署 1階受付 柏市 柳戸511-10 毎日 0:00～24:00 有 04-7190-0119
4331 柏市文化・交流複合施設パレット柏 総合受付 柏市 柏1-7-1-301 毎日 9:00～21:00 有 04-7157-0280
4332 柏地域医療連携センター 1階事務室 柏市 豊四季台１－１－１１８ 平日 8:30～17:15 有 04-7197-1510
4333 あけぼの山農業公園 休憩所 柏市 布施下199-1 平日 8:30～17:15 有 04-7133-8877
4334 リフレッシュプラザ柏 プール監視室内 柏市 南増尾58-3 平日 8:30～17:15 無 04-7173-5900



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
4335 リフレッシュプラザ柏 3階浴場 柏市 南増尾58-3 平日 8:30～17:15 無 04-7173-5900
4336 動物愛護ふれあいセンター 事務所 柏市 風早二丁目4番地3 平日 8:30～17:15 有 04-7190-2828
4337 柏市立柏病院 検査室 柏市 布施１－３ 平日 8:30～17:15 有 04-7134-6795
4338 柏市立柏病院 CT撮影室 柏市 布施１－３ 平日 8:30～17:15 有 04-7134-6795
4339 柏市役所沼南庁舎 第二庁舎入口 柏市 大島田48－1 平日 8:30～17:15 無 04-7191-7314
4340 柏市立光ヶ丘小学校 1階 玄関 流山市 向小金4-20-1 平日 8:30～17:15 有 04-7173-7130

4341 柏市立柏の葉小学校 １階玄関 柏市
十余二348-51中央404街区
1

平日 8:30～17:15 有 04-71343985

4342 手賀の丘公園庭球場 事務所 柏市 片山294 平日 8:30～17:15 有 04-7192-4730
4343 西部消防署富勢分署 1階受付 柏市 布施764 毎日 0:00～24:00 有 04-7131-6751
4344 東部消防署 1階受付 柏市 中央2-10-3 毎日 0:00～24:00 有 04-7164-0119
4345 東部消防署逆井分署 1階受付 柏市 逆井1444-10 毎日 0:00～24:00 有 04-7172-5031
4346 東部消防署光ヶ丘分署 1階受付 柏市 東中新宿4-4-25 毎日 0:00～24:00 有 04-7172-7799
4347 旭町消防署 1階受付 柏市 篠籠田944-1 毎日 0:00～24:00 有 04-7144-6750
4348 旭町消防署西原分署 1階受付 柏市 十余二155-18 毎日 0:00～24:00 有 04-7155-5119
4349 沼南消防署 1階受付 柏市 大津ヶ丘1-56-12 毎日 0:00～24:00 有 04-7191-4500
4350 沼南消防署高柳分署 1階受付 柏市 高柳826-5 毎日 0:00～24:00 有 04-7191-1144
4351 柏市役所 受付 柏市 柏5-10-1 平日 8:30～17:15 有 04-7167-1111
4352 田中近隣センター 1階事務所 柏市 大室249-1 平日 8:30～17:15 有 04-7133-1000
4353 西原近隣センター 1階事務所 柏市 西原3-2-48 平日 8:30～17:15 有 04-7154-2000
4354 布施近隣センター 1階事務所 柏市 布施1196-5 平日 8:30～17:15 有 04-7132-3100
4355 松葉近隣センター 1階事務所 柏市 松葉町4-11 平日 8:30～17:15 有 04-7133-2200
4356 高田近隣センター 1階ロビー 柏市 高田693-2 平日 8:30～17:15 有 04-7144-9292
4357 豊四季台近隣センター 1階事務所 柏市 豊四季台1-1-116 平日 8:30～17:15 有 04-7144-1000
4358 柏中央近隣センター（アミュゼ柏） 1階事務所 柏市 柏6-2-22 平日 8:30～17:15 有 04-7164-4552
4359 新富近隣センター 1階事務所 柏市 豊四季945-1 平日 8:30～17:15 有 04-7145-1945
4360 新田原近隣センター 1階事務所 柏市 東柏2-2-15 平日 8:30～17:15 有 04-7167-1276
4361 永楽台近隣センター 1階事務所 柏市 永楽台2-11-25 平日 8:30～17:15 有 04-7163-1201
4362 増尾近隣センター 1階事務所 柏市 増尾3-1-1 平日 8:30～17:15 有 04-7174-7211
4363 光ヶ丘近隣センター 1階事務所 柏市 光ヶ丘団地200-5 平日 8:30～17:15 有 04-7175-0033
4364 南部近隣センター 1階事務所 柏市 新逆井2-5-13 平日 8:30～17:15 有 04-7173-1000
4365 藤心近隣センター 1階事務所 柏市 藤心4-1-11 平日 8:30～17:15 有 04-7176-3700
4366 酒井根近隣センター 1階事務所 柏市 酒井根653-4 平日 8:30～17:15 有 04-7175-2400
4367 高柳近隣センター 1階事務所 柏市 高柳1652-10 平日 8:30～17:15 有 04-7193-1110
4368 旭町近隣センター 1階事務所 柏市 旭町5-3-32 平日 8:30～17:15 有 04-7144-8900
4369 富里近隣センター 1階事務所 柏市 富里2-4-4 平日 8:30～17:15 有 04-7173-9531
4370 西原近隣センター（体育館） 1階事務所 柏市 西原2-10-62 平日 8:30～17:15 有 04-7152-4883
4371 豊四季台センター（体育館） 1階事務所 柏市 かやの町2-65 平日 8:30～17:15 有 04-7148-1666
4372 南部近隣センター（体育館） 1階事務所 柏市 南逆井1-20-1 平日 8:30～17:15 有 04-7172-9500
4373 中央保健センター 1階事務所 柏市 柏下66-1 平日 8:30～17:15 有 04-7167-6121
4374 沼南保健センター 1階事務所 柏市 大島田21-2 平日 8:30～17:15 有 04-7193-2111
4375 中央公民館 3階事務所 柏市 柏5-8-12 平日 8:30～17:15 有 04-7164-1811
4376 沼南体育館 1階事務所 柏市 藤ヶ谷1908-1 平日 8:30～17:15 有 04-7193-1111
4377 北部近隣センター 1階事務所 柏市 大青田1541-2 平日 8:30～17:15 有 04-7134-1070
4378 根戸近隣センター 1階事務所 柏市 根戸467-178 平日 8:30～17:15 有 04-7131-6098
4379 キッズルームひまわり ウェルネス柏2階静養室 柏市 柏下65-1 平日 8:30～17:15 有 04-7167-2318
4380 キッズルームこすもす ウェルネス柏2階医務室 柏市 柏下65-1 平日 8:30～17:15 有 04-7167-2318
4381 青和園 2階事務室 柏市 十余二175-41 平日 8:30～17:15 有 04-7131-9360
4382 朋生園 1階事務室 柏市 中原1816-6 平日 8:30～17:15 有 04-7163-6612
4383 富勢運動場 事務所 柏市 根戸507 平日 8:30～17:15 有 04-7131-7011
4384 逆井運動場 事務所 柏市 逆井145 平日 8:30～17:15 有 04-7175-0750
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4385 宮田島運動場 事務所 柏市 逆井335-2 平日 8:30～17:15 有 04-7176-2066
4386 塚崎運動場 事務所 柏市 塚崎1454 平日 8:30～17:15 有 04-7192-0488
4387 大津ヶ丘運動場 事務所 柏市 大津ヶ丘2-1 平日 8:30～17:15 有 04-7193-6116
4388 中央体育館 1階事務室 柏市 柏下73 平日 8:30～17:15 有 04-7164-9573
4389 柏の葉庭球場 事務所 柏市 柏の葉6-7 平日（第１月曜日を除く） 8:30～17:15 有 04-7134-8380
4390 柏市リサイクルプラザ 1階受付 柏市 十余二348-202 平日 8:30～17:15 無 04-7199-5081
4391 北柏ふるさと公園 管理事務所 柏市 呼塚新田204-2 平日 8:30～17:15 有 04-7160-3120
4392 柏市役所 富勢出張所 事務所 柏市 布施834-1 平日 8:30～17:15 有 04-7131-6622
4393 沼南公民館 1階事務室 柏市 大島田440-1 平日 8:30～17:15 有 04-7192-1111
4394 市立図書館 1階カウンター内 柏市 柏市柏5-8 平日（月曜日を除く） 8:30～17:15 有 04-7164-5346
4395 柏市民文化会館 事務所 柏市 柏下107 平日 8:30～17:15 有 04-7164-9141
4396 手賀の丘公園どんぐりの家 事務所 柏市 片山275 平日 8:30～17:15 有 04-7193-0010
4397 松葉第二近隣公園庭球場 事務所 柏市 松葉町4-13 平日 8:30～17:15 有 04-7134-3666
4398 しいの木台公園庭球場 事務所 柏市 しいの木台2－11－1 平日 8:30～17:15 有 04-7383-5855
4399 柏市市営駐車場 事務所 柏市 中央町1-1 平日 8:30～17:15 有 04-7166-6377
4400 かしわのいちば （公設総合地方卸売市場） 警備室 柏市 若柴69-1 平日 8:30～17:15 有 04-7131-2620
4401 かしわのいちば （公設総合地方卸売市場） 水産棟卸売場 柏市 若柴69-1 平日 8:30～17:15 有 04-7131-2620
4402 ひばりが丘市民プール 管理棟（プール開催時のみ） 柏市 ひばりが丘18-2 平日 8:30～17:15 有 04-7167-8024
4403 柏西口第一公園市民プール 管理棟（プール開催時のみ） 柏市 明原3-1-10 平日 8:30～17:15 有 04-7144-5759
4404 逆井市民プール 管理棟（プール開催時のみ） 柏市 逆井145 平日 8:30～17:15 有 04-7175-7201
4405 船戸市民プール 管理棟（プール開催時のみ） 柏市 船戸山高野170-1 平日 8:30～17:15 有 04-7131-0050
4406 塚崎市民プール 管理棟（プール開催時のみ） 柏市 塚崎1454 - - 04-7193-3852
4407 南部クリーンセンター 事務所 柏市 南増尾56-2 平日 8:30～17:15 有 04-7170-7080
4408 北部クリーンセンター 事務所 柏市 船戸538 平日 8:30～17:15 有 04-7131-7900
4409 介護予防センター「ほのぼのプラザますお」 事務所 柏市 加賀3-16‐8 平日 8:30～17:15 有 04-7170‐5570
4410 介護予防センター「いきいきプラザ」 事務所 柏市 柏5-11-8 平日 8:30～17:15 有 04-7163‐3100
4411 南部老人福祉センター 事務所 柏市 藤心293-1 平日 8:30～17:15 有 04-7176-6151
4412 老人福祉センター柏寿荘 事務所 柏市 船戸山高野535 平日 8:30～17:15 有 04-7131-9511
4413 沼南社会福祉センター 事務所 柏市 風早1-2-2 平日 8:30～17:15 有 04-7193-2941
4414 沼南老人福祉センター「いこい荘」 事務所 柏市 塚崎1356 平日 8:30～17:15 有 04-7192-1401
4415 青少年センター 事務所 柏市 十余二313-92 平日 8:30～17:15 有 04-7131-5856
4416 適応指導教室 きぼうの園 職員室 柏市 柏市十余二３１３－９２ 平日 8:30～17:15 有 04-7133-9400
4417 柏市教育委員会教育支援室 職員室 柏市 柏市十余二３１３－９２ 平日 8:30～17:15 有 04-7191-7387
4418 旧吉田家住宅歴史公園 管理事務所 柏市 花野井974-1 平日 8:30～17:15 無 04-7135-7007
4419 柏市水道部 事務所 柏市 千代田1-2-32 平日 8:30～17:15 有 04-7166-2191
4420 しこだ児童センター プレイルーム 柏市 篠籠田609-5 毎日（月曜日・祝日を除く） 9:00～17:00 有 04-7145-2522
4421 豊四季台児童センター 事務所 柏市 豊四季台1-1-114 毎日（月曜日・祝日を除く） 9:00～17:00 有 04-7144-5363
4422 高柳児童センター 事務所 柏市 高柳1652-1 毎日（月曜日・祝日を除く） 9:00～17:00 有 04-7190-1348
4423 ウェルネス柏(総合保険医療福祉施設) 2階総合案内 柏市 柏下65-1 平日 8:30～17:15 有 04-7167-2318
4424 北柏デイサービスセンター 事務所 柏市 根戸467-18 平日 8:30～17:15 有 04-7140-8300
4425 柏市立西原保育園 1階事務室 柏市 西原1-4-20 平日 7:00～19:00 有 04-7154-7964
4426 柏市立富士見保育園 玄関ホール 柏市 豊四季126-2 平日 7:00～19:00 有 04-7145-1721
4427 柏市立田中保育園 1階事務室 柏市 正連寺100 平日 7:00～19:00 有 04-7133-3731
4428 柏市立富勢保育園 玄関ホールのカウンター 柏市 布施834-1 平日 7:00～19:00 有 04-7131-0012
4429 柏市立高野台保育園 1階事務室 柏市 根戸416-67 平日 7:00～19:00 有 04-7133-6460
4430 柏市立松葉保育園 玄関ホール 柏市 松葉町4-11 平日 7:00～19:00 有 04-7132-3200
4431 柏市立あけぼの保育園 1階事務室 柏市 あけぼの3-4-18 平日 7:00～19:00 有 04-7143-7654
4432 柏市立豊四季保育園 1階事務室 柏市 豊四季台2-1-120 平日 7:00～19:00 有 04-7145-3414
4433 柏市立豊四季乳児保育園 1階事務室 柏市 かやの町2-26 平日 7:00～19:00 有 04-7144-7506
4434 柏市立旭町保育園 1階事務室 柏市 旭町5-3-25 平日 7:00～19:00 有 04-7143-8240
4435 柏市立しこだ保育園 1階事務室 柏市 篠籠田1275-5 平日 7:00～19:00 有 04-7143-8882
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4436 柏市立桜台保育園 1階事務室 柏市 桜台9-6 平日 7:00～19:00 有 04-7167-5924
4437 柏市立若葉保育園 正面玄関内 柏市 若葉町4-36 平日 7:00～19:00 有 04-7167-7655
4438 柏市立豊町保育園 1階事務室 柏市 豊四季698-28 平日 7:00～19:00 有 04-7174-8484
4439 柏市立東町保育園 1階事務室 柏市 東2-1-27 平日 7:00～19:00 有 04-7164-5967
4440 柏市立東中新宿保育園 玄関ホールのカウンター 柏市 東中新宿4-5-24 平日 7:00～19:00 有 04-7173-9087
4441 柏市立増尾保育園 1階事務室 柏市 増尾6-6-1 平日 7:00～19:00 有 04-7172-1347
4442 柏市立豊住保育園 1階事務室 柏市 豊住3-1-43 平日 7:00～19:00 有 04-7174-7197
4443 柏市立酒井根保育園 1階事務室 柏市 酒井根4-10-33 平日 7:00～19:00 有 04-7173-1647
4444 柏市立土南部保育園 1階事務室 柏市 逆井1305-2 平日 7:00～19:00 有 04-7173-7811
4445 柏市立名戸ヶ谷保育園 1階事務室 柏市 名戸ヶ谷683-1 平日 7:00～19:00 有 04-7164-8783
4446 柏市立高柳保育園 1階事務室 柏市 高柳1503-9 平日 7:00～19:00 有 04-7191-1344
4447 柏市立高柳西保育園 1階事務室 柏市 しいの木台5-31-2 平日 7:00～19:00 有 04-7108-1000
4448 柏市立西原中学校 1階職員玄関 柏市 西原6-13-1 平日 8:30～17:15 有 04-7154-3232
4449 柏市立富勢中学校 1階職員玄関 柏市 根戸467-1 平日 8:30～17:15 有 04-7131-2309
4450 柏市立松葉中学校 1階職員玄関 柏市 松葉町3-14 平日 8:30～17:15 有 04-7133-5601
4451 柏市立柏中学校 1階職員玄関 柏市 明原4-1-1 平日 8:30～17:15 有 04-7146-1167
4452 柏市立柏第二中学校 1階 玄関 柏市 弥生町6-6 平日 8:30～17:15 有 04-7164-5770
4453 柏市立柏第三中学校 1階職員玄関 柏市 篠籠田987-1 平日 8:30～17:15 有 04-7144-5686
4454 柏市立酒井根中学校 1階 玄関 柏市 酒井根1-3-1 平日 8:30～17:15 有 04-7174-8520
4455 柏市立光ヶ丘中学校 1階職員玄関 柏市 光ヶ丘4-23-1 平日 8:30～17:15 有 04-7172-3648
4456 柏市立逆井中学校 1階職員玄関 柏市 逆井555 平日 8:30～17:15 有 04-7175-0335
4457 柏市立大津ヶ丘中学校 1階 玄関 柏市 大津ヶ丘1-25 平日 8:30～17:15 有 04-7192-1130
4458 柏市立柏第四中学校 1階職員玄関 柏市 名戸ヶ谷1-6-8 平日 8:30～17:15 有 04-7163-6401
4459 柏市立柏第五中学校 1階 玄関 柏市 高田919-1 平日 8:30～17:15 有 04-7143-2645
4460 柏市立土中学校 1階 玄関 柏市 増尾1-23-1 平日 8:30～17:15 有 04-7172-4809
4461 柏市立南部中学校 1階玄関 柏市 南増尾6-16-1 平日 8:30～17:15 有 04-7173-7943
4462 柏市立田中中学校 1階玄関 柏市 大室249-9 平日 8:30～17:15 有 04-7131-5725
4463 柏市立中原中学校 1階 玄関 柏市 中原1816-2 平日 8:30～17:15 有 04-7166-5601
4464 柏市立豊四季中学校 1階職員玄関 柏市 豊四季287-7 平日 8:30～17:15 有 04-7146-4766
4465 柏市立風早中学校 1階職員玄関 柏市 塚崎1319 平日 8:30～17:15 有 04-7191-2290
4466 柏市立手賀中学校 1階玄関 柏市 柳戸690 平日 8:30～17:15 有 04-7191-1604
4467 柏市立高柳中学校 1階職員玄関 柏市 高南台1-1-1 平日 8:30～17:15 有 04-7191-4580
4468 柏市立柏高等学校 1階事務室前他 柏市 船戸山高野325-1 平日 8:30～17:15 有 04-7132-3460
4469 柏市立柏第一小学校 1階職員玄関 柏市 あけぼの1-7-6 平日 8:30～17:15 有 04-7143-0138
4470 柏市立柏第二小学校 1階職員玄関 柏市 豊四季310 平日 8:30～17:15 有 04-7144-3141
4471 柏市立柏第三小学校 1階保健室 柏市 若葉町4-54 平日 8:30～17:15 有 04-7167-3161
4472 柏市立柏第四小学校 1階職員玄関 柏市 松ヶ崎1182-9 平日 8:30～17:15 有 04-7143-2840
4473 柏市立柏第五小学校 1階職員玄関 柏市 柏932-7 平日 8:30～17:15 有 04-7164-1585
4474 柏市立富勢小学校 1階職員玄関 柏市 布施925-1 平日 8:30～17:15 有 04-7133-2077
4475 柏市立田中小学校 1階玄関 柏市 大室1193-3 平日 8:30～17:15 有 04-7131-5719
4476 柏市立土南部小学校 1階 玄関 柏市 新逆井1-10-1 平日 8:30～17:15 有 04-7172-4709
4477 柏市立柏第七小学校 1階職員玄関 柏市 篠籠田723-1 平日 8:30～17:15 有 04-7145-9338
4478 柏市立柏第八小学校 1階職員玄関 柏市 永楽台2-8-1 平日 8:30～17:15 有 04-7164-1207
4479 柏市立酒井根小学校 1階事務室 柏市 酒井根19-2 平日 8:30～17:15 有 04-7172-1108
4480 柏市立西原小学校 1階 玄関 柏市 西原4-17-1 平日 8:30～17:15 有 04-7152-3557
4481 柏市立中原小学校 1階玄関 柏市 中原1812-1 平日 8:30～17:15 有 04-7164-4335
4482 柏市立増尾西小学校 1階職員玄関 柏市 増尾台3-5-9 平日 8:30～17:15 有 04-7174-8530
4483 柏市立豊小学校 1階職員玄関 柏市 豊四季610-2 平日 8:30～17:15 有 04-7174-0755
4484 柏市立松葉第一小学校 1階職員玄関 柏市 松葉町5-3 平日 8:30～17:15 有 04-7133-5602
4485 柏市立松葉第二小学校 1階職員室前廊下 柏市 松葉町2-16 平日 8:30～17:15 有 04-7133-7500
4486 柏市立十余二小学校 1階職員玄関 柏市 柏の葉4-4-1 平日 8:30～17:15 有 04-7133-2555
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4487 柏市立高柳小学校 1階玄関 柏市 高南台3-14-12 平日 8:30～17:15 有 04-7191-3499
4488 柏市立高柳西小学校 1階玄関 柏市 しいの木台3-2 平日 8:30～17:15 有 04-7384-5717
4489 柏市立大津ヶ丘第二小学校 1階職員玄関 柏市 大津ヶ丘4-8 平日 8:30～17:15 有 04-7192-1120
4490 柏市立旭小学校 1階 玄関 柏市 旭町6-5-17 平日 8:30～17:15 有 04-7144-6400
4491 柏市立旭東小学校 1階 玄関 柏市 旭町5-3-9 平日 8:30～17:15 有 04-7145-4445
4492 柏市立柏第六小学校 1階 玄関 柏市 豊四季台4-2-1 平日 8:30～17:15 有 04-7145-7240
4493 柏市立酒井根西小学校 1階職員玄関 柏市 酒井根662-1 平日 8:30～17:15 有 04-7174-4192
4494 柏市立酒井根東小学校 1階職員玄関 柏市 酒井根1-2-1 平日 8:30～17:15 有 04-7175-0336
4495 柏市立逆井小学校 1階職員玄関 柏市 逆井452-2 平日 8:30～17:15 有 04-7174-8540
4496 柏市立田中北小学校 1階 玄関 柏市 大青田1536-1 平日 8:30～17:15 有 04-7131-4849
4497 柏市立高田小学校 1階来客玄関 柏市 高田376-3 平日 8:30～17:15 有 04-7143-2644
4498 柏市立土小学校 1階職員玄関 柏市 増尾4-4-1 平日 8:30～17:15 有 04-7172-4805
4499 柏市立富勢西小学校 1階玄関 柏市 布施84-2 平日 8:30～17:15 有 04-7132-2244
4500 柏市立富勢東小学校 1階職員玄関 柏市 布施2176-2 平日 8:30～17:15 有 04-7133-3741
4501 柏市立名戸ヶ谷小学校 1階 玄関 柏市 名戸ヶ谷474-1 平日 8:30～17:15 有 04-7163-0540
4502 柏市立花野井小学校 1階職員玄関 柏市 花野井1652-34 平日 8:30～17:15 有 04-7133-8500
4503 柏市立藤心小学校 1階職員玄関 柏市 藤心880-1 平日 8:30～17:15 有 04-7173-7941
4504 柏市立大津ヶ丘第一小学校 2階職員室前廊下 柏市 大津ヶ丘3-50 平日 8:30～17:15 有 04-7192-1110
4505 柏市立風早北部小学校 1階正面玄関 柏市 藤ヶ谷新田111-2 平日 8:30～17:15 有 04-7191-3796
4506 柏市立風早南部小学校 1階職員室 柏市 高柳780 平日 8:30～17:15 有 04-7191-0440
4507 柏市立手賀西小学校 1階昇降口 柏市 泉541 平日 8:30～17:15 有 04-7191-1606
4508 柏市立手賀東小学校 体育館校庭側入口 柏市 手賀479-7 平日 8:30～17:15 有 04-7191-9014
4509 ウイングホール柏斎場 1階受付 柏市 布施281-1 - - 04-7131-6649
4510 花の井保育園 1階玄関 柏市 大室1285-12 月曜～土曜 8:00～18:00 有 04-7135-7010
4511 柏税務署 ２F総務課 柏市 あけぼの2-1-30 平日 8:30～17:00 有 04-7146-2321
4512 ライフ田中株式会社 ロビー 柏市 松葉町6-6-6 平日 9;00～17:00 無 04-7131-1359
4513 ちば東葛農業協同組合本店 1階受付 柏市 高田３６２ 営業時間中 営業時間中 04-7140-2215
4514 ちば東葛農業協同組合柏支店 事務所入口 柏市 高田３６３ 営業時間中 営業時間中 04-7140-1285
4515 東葛ふたば農業協同組合土支店 ロビー 柏市 増尾台1-15-2 営業時間中 営業時間中 04-7172-0111
4516 東葛ふたば農業協同組合富勢支店 ロビー 柏市 根戸471 営業時間中 営業時間中 04-7131-2559
4517 東葛ふたば農業協同組合東部支店 入口 柏市 箕輪14-1 営業時間中 9:00～17:00 04-7191-2141
4518 東葛ふたば農業協同組合風早支店 入口 柏市 塚崎977-11 営業時間中 営業時間中 04-7191-2804
4519 市川市農業協同組合田中支店 ロビー 柏市 大室1095 営業時間中 営業時間中 04-7131-4141
4520 市川市農業協同組合十余二支店 ロビー 柏市 西原５－２－１ 営業時間中 営業時間中 04-7155-2211

4521 （株）サンエレック ２Ｆ玄関入口 柏市 大青田新田飛地２６０－２ 平日 8:00～18:20 04-7132-8698

4522 介護老人保健施設はみんぐ 診察室 柏市 布施１－３ 平日 8:30～17:15 有 04-7134-6795
4523 （株）京葉銀行柏支店 ロビー 柏市 中央１－１ 営業時間中 営業時間中 04-7167-6135
4524 （株）京葉銀行南柏支店 ロビー 柏市 南柏１－１３－１７ 営業時間中 営業時間中 04-7145-9111
4525 （株）京葉銀行北柏支店 ロビー 柏市 松葉町４－５ 営業時間中 営業時間中 04-7133-5611
4526 （株）京葉銀行つくしが丘柏支店 ロビー 柏市 つくしが丘１－１－５ 営業時間中 営業時間中 04-7175-0311

4527 （株）京葉銀行柏の葉キャンパス支店 ロビー 柏市
若柴２３３－２柏の葉キャ
ンパス148街区５

営業時間中 営業時間中 04-7135-1211

4528 （㈱）京葉銀行豊四季支店 ロビー 柏市 豊四季１８５－１ 営業時間中 営業時間中 04-7147-7666
4529 （㈱）京葉銀行柏ローンプラザ ロビー 柏市 柏４－８－１ 営業時間中 営業時間中 04-7163-7272
4530 （㈱）京葉銀行沼南支店 ロビー 柏市 大津ヶ丘３－２ 営業時間中 営業時間中 04-7192-1121
4531 ハイツ柏管理会 管理棟玄関入口 柏市 松ヶ崎1050-1 毎日 0:00～24:00 04-7132-3584
4532 サンクス 柏１丁目店 店内 柏市 柏１丁目６番９号 毎日 0:00～24:00 有 04-7164-5625
4533 サンクス 柏光ケ丘店 店内 柏市 光ケ丘２丁目２３－１５ 毎日 0:00～24:00 有 04-7170-8600
4534 サンクス 柏四丁目店 店内 柏市 柏４丁目１１番１０号 毎日 0:00～24:00 有 04-7165-1612
4535 サンクス 柏駅前店 店内 柏市 旭町１－１－２１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7146-5866
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4536 サンクス 柏東上町店 店内 柏市 東上町３－８ 毎日 0:00～24:00 有 04-7166-1258
4537 サンクス 北柏駅北口店 店内 柏市 根戸１８６４番地４ 毎日 0:00～24:00 有 04-7134-1256
4538 サンクス 柏松ヶ崎店 店内 柏市 松ケ崎６１６－５ 毎日 0:00～24:00 有 04-7137-0302
4539 サンクス 柏富里店 店内 柏市 富里２－５－５ 毎日 0:00～24:00 有 04-7178-0130
4540 サンクス 北柏駅前店 店内 柏市 北柏３丁目１番１号 毎日 0:00～24:00 有 04-7167-5235
4541 サンクス 柏花野井店 店内 柏市 花野井1810-1 毎日 0:00～24:00 有 04-7137-0396
4542 スリーエフ 逆井駅前店 店内 柏市 逆井１丁目１番２７号 毎日 0:00～24:00 有 04-7175-7819
4543 スリーエフ 柏高田店 店内 柏市 高田５６２番地 毎日 0:00～24:00 有 04-7148-3701
4544 スリーエフ 柏大井店 店内 柏市 大井７６５番地５ 毎日 0:00～24:00 有 04-7193-0552
4545 スリーエフ 柏藤ヶ谷店 店内 柏市 藤ヶ谷１９２７番地２３ 毎日 0:00～24:00 有 04-7193-3805

4546 スリーエフ 豊四季神山店 店内 柏市 豊四季字神山１１４番地４ 毎日 0:00～24:00 有 04-7144-3511

4547 セーブオン 柏逆井店 店内 柏市 逆井字根切１２５８番７ 毎日 0:00～24:00 有 04-7170-5731
4548 セーブオン 柏増尾店 店内 柏市 増尾１７０６－１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7160-0271
4549 セブン－イレブン 柏高柳駅西店 店内 柏市 高柳１６３０番地１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7193-3901
4550 セブン－イレブン 柏松ヶ崎東店 店内 柏市 松ケ崎４５６ 毎日 0:00～24:00 有 04-7134-8076
4551 セブン－イレブン 柏千代田２丁目店 店内 柏市 千代田２丁目７番２０号 毎日 0:00～24:00 有 04-7164-8511
4552 セブン－イレブン 柏船戸店 店内 柏市 船戸２０７２－１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7131-5855
4553 セブン－イレブン 明原店 店内 柏市 明原３丁目３番１５号 毎日 0:00～24:00 有 04-7143-2766
4554 セブン－イレブン 新柏四丁目店 店内 柏市 新柏４－１２－８ 毎日 0:00～24:00 有 04-7162-5977
4555 セブン－イレブン 南柏２丁目店 店内 柏市 南柏２丁目１０－１６ 毎日 0:00～24:00 有 04-7147-3665
4556 セブン－イレブン 南柏駅東口店 店内 柏市 今谷上町７０番１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7171-1520
4557 セブン－イレブン 柏あけぼの４丁目店 店内 柏市 あけぼの４－１－３ 毎日 0:00～24:00 有 04-7144-7085
4558 セブン－イレブン 柏吉野沢店 店内 柏市 吉野沢１番２号 毎日 0:00～24:00 有 04-7145-7107
4559 セブン－イレブン 柏十余二北店 店内 柏市 十余二２７６－１３３ 毎日 0:00～24:00 有 04-7134-7210
4560 セブン－イレブン 柏松葉町１丁目店 店内 柏市 松葉町１－２－１２ 毎日 0:00～24:00 有 04-7132-0857
4561 セブン－イレブン 柏青葉台１丁目店 店内 柏市 青葉台１丁目１１－２７ 毎日 0:00～24:00 有 04-7171-5250
4562 セブン－イレブン 柏中新宿店 店内 柏市 中新宿２－４－１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7172-3194
4563 セブン－イレブン 柏南増尾１丁目店 店内 柏市 南増尾１－２５－２３ 毎日 0:00～24:00 有 04-7175-0630
4564 セブン－イレブン 柏豊四季南店 店内 柏市 豊四季３７２－４ 毎日 0:00～24:00 有 04-7144-7700
4565 セブン－イレブン 柏の葉キャンパス店 店内 柏市 十余二３６３－１５ 毎日 0:00～24:00 有 04-7133-7122
4566 セブン－イレブン 柏風早工業団地店 店内 柏市 藤ケ谷１９２３－４５ 毎日 0:00～24:00 有 04-7191-3301

4567 セブン－イレブン 沼南しいの木台店 店内 柏市
しいの木台３丁目２６番地
１

毎日 0:00～24:00 有 047-383-0065

4568 セブン－イレブン 沼南下清水店 店内 柏市 若白毛９１７番地２ 毎日 0:00～24:00 有 04-7193-7177
4569 セブン－イレブン 沼南大津ケ丘店 店内 柏市 大津ケ丘４丁目４番１号 毎日 0:00～24:00 有 04-7191-7734
4570 セブン－イレブン 柏３丁目店 店内 柏市 柏３－７－２４ 毎日 0:00～24:00 有 04-7168-6855
4571 セブン－イレブン 柏サイエンスパーク店 店内 柏市 十余二５７２－１１７ 毎日 0:00～24:00 有 04-7153-7644
4572 セブン－イレブン 柏駅南口店 店内 柏市 柏１丁目２番２７号 毎日 0:00～24:00 有 04-7164-7011
4573 セブン－イレブン 柏加賀３丁目店 店内 柏市 加賀３丁目２５－１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7171-7011
4574 セブン－イレブン 柏花野井店 店内 柏市 花野井７１２番地８５ 毎日 0:00～24:00 有 04-7131-1444
4575 セブン－イレブン 柏高田店 店内 柏市 高田１３５３番地 毎日 0:00～24:00 有 04-7145-8340
4576 セブン－イレブン 柏根戸店 店内 柏市 根戸４７１－７９ 毎日 0:00～24:00 有 04-7133-7010
4577 セブン－イレブン 柏松ヶ崎 (SS) 店内 柏市 松ヶ崎７１３－１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7133-7122
4578 セブン－イレブン 柏大青田店 店内 柏市 大青田１２３８番地 毎日 0:00～24:00 有 04-7134-1433
4579 セブン－イレブン 柏東上町店 店内 柏市 東上町２－２８ 毎日 0:00～24:00 有 04-7166-6710
4580 セブン－イレブン 沼南高柳店 店内 柏市 高柳８０１－１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7191-1552
4581 セブン－イレブン 沼南藤ヶ谷店 店内 柏市 藤ケ谷９１１－５ 毎日 0:00～24:00 有 04-7193-7751
4582 セブン－イレブン 南柏豊四季店 店内 柏市 豊四季９７２－１８ 毎日 0:00～24:00 有 04-7175-3983
4583 セブン－イレブン 柏旭町４丁目店 店内 柏市 旭町４－１１－４７ 毎日 0:00～24:00 有 04-7146-1165
4584 セブン－イレブン 柏関場町店 店内 柏市 関場町１番地１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7162-1776



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
4585 セブン－イレブン 柏逆井店 店内 柏市 逆井１－６－１２ 毎日 0:00～24:00 有 04-7173-8441
4586 セブン－イレブン 柏光ヶ丘店 店内 柏市 東中新宿４－７－３ 毎日 0:00～24:00 有 04-7174-4481
4587 セブン－イレブン 柏十余二工業団地店 店内 柏市 十余二２４０番地３ 毎日 0:00～24:00 有 04-7146-8159
4588 セブン－イレブン 柏松葉町店 店内 柏市 松葉町２丁目１４番１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7133-4174
4589 セブン－イレブン 柏増尾店 店内 柏市 増尾１１５６番地７ 毎日 0:00～24:00 有 04-7171-6858
4590 セブン－イレブン 柏大室店 店内 柏市 大室１１９２番地３ 毎日 0:00～24:00 有 04-7132-7383
4591 セブン－イレブン 柏中原２丁目店 店内 柏市 中原２丁目２１－１１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7175-2051
4592 セブン－イレブン 柏東台店 店内 柏市 柏１３０５－３ 毎日 0:00～24:00 有 04-7163-5010
4593 セブン－イレブン 北柏３丁目店 店内 柏市 北柏３丁目１４－１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7163-4800
4594 セブン－イレブン柏豊住３丁目店 店内 柏市 豊住3-3-2 毎日 0:00～24:00 有 04-7173-1006
4595 セブン－イレブン柏大井店 店内 柏市 大井568-1 毎日 0:00～24:00 有 04-7193-5081
4596 セブン－イレブン柏十余二通り店 店内 柏市 十余二337-179 毎日 0:00～24:00 有 04-7134-6615
4597 セブン－イレブン柏中央2丁目店 店内 柏市 中央2丁目12-13 毎日 0:00～24:00 有 04-7168-3650
4598 デイリーヤマザキ 市立柏病院前店 店内 柏市 宿連寺３６５番地１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7135-1537
4599 デイリーヤマザキ 柏髙田店 店内 柏市 高田８３８－３ 毎日 0:00～24:00 有 04-7145-8071
4600 デイリーヤマザキ 新柏駅前 店内 柏市 新柏１－１５１０ 毎日 0:00～24:00 有 04-7167-3566
4601 デイリーヤマザキ 南柏駅東口店 店内 柏市 南柏中央２－１７ 毎日 0:00～24:00 有 04-7175-5285
4602 デイリーヤマザキ 柏６丁目 店内 柏市 柏６丁目１－１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7167-6831

4603 デイリーヤマザキ 柏たなか店 店内 柏市
船戸１６１１－５東４６街
区２

毎日 0:00～24:00 有 04-7132-3381

4604 デイリーヤマザキ 柏駅西口店 店内 柏市 旭町１丁目１番１９号 毎日 0:00～24:00 有 04-7148-7286
4605 デイリーヤマザキ 柏駅東口店 店内 柏市 柏１丁目１番８号 毎日 0:00～24:00 有 04-7162-3719
4606 デイリーヤマザキ 豊四季駅前店 店内 柏市 豊四季１５９－１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7144-5533

4607 デイリーヤマザキ 麗澤大学 店内 柏市 光ヶ丘団地１７６８－３４ 毎日 0:00～24:00 有 04-7173-5020

4608 ファミリーマート マツマル柏店 店内 柏市 末広町１１番地１５ 毎日 0:00～24:00 有 04-7143-8869
4609 ファミリーマート 西原三丁目 店内 柏市 西原３丁目1番１号 毎日 0:00～24:00 有 04-7178-3211

4610 ファミリーマート 中嶋屋 豊四季駅前店 店内 柏市
豊四季１００１番地レクセ
ルプラザ豊四季

毎日 0:00～24:00 有 04-7141-3047

4611 ファミリーマート 柏大室店 店内 柏市 大青田７４４－２１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7137-1152

4612 ファミリーマート 柏駅末広町 店内 柏市
末広町５番地１ベルウッド
ビル１Ｆ

毎日 0:00～24:00 有 04-7141-7081

4613 ファミリーマート 柏五丁目店 店内 柏市 柏五丁目１５６番１０ 毎日 0:00～24:00 有 04-7160-4381
4614 ファミリーマート 柏高田店 店内 柏市 高田１４６番３ 毎日 0:00～24:00 有 04-7142-7055
4615 ファミリーマート 柏若柴店 店内 柏市 若柴字入谷津１－５５ 毎日 0:00～24:00 有 04-7137-6610
4616 ファミリーマート 柏西原店 店内 柏市 西原６丁目９番１７号 毎日 0:00～24:00 有 04-7155-3831
4617 ファミリーマート 柏中央一丁目店 店内 柏市 中央１－５－９ 毎日 0:00～24:00 有 04-7165-7301
4618 ファミリーマート 柏藤ヶ谷店 店内 柏市 藤ケ谷１７９５－１５ 毎日 0:00～24:00 有 04-7160-8201
4619 ファミリーマート 柏南高柳店 店内 柏市 南高柳５６－４ 毎日 0:00～24:00 有 04-7160-6220
4620 ファミリーマート 柏豊四季店 店内 柏市 豊四季２２６番地３ 毎日 0:00～24:00 有 04-7140-0316
4621 ファミリーマート 柏明原一丁目店 店内 柏市 明原一丁目１６番５ 毎日 0:00～24:00 有 04-7142-9530
4622 ファミリーマート 北柏三丁目店 店内 柏市 北柏３丁目１３－１９ 毎日 0:00～24:00 有 04-7160-1511
4623 ファミリーマート 北柏台店 店内 柏市 北柏台５番２ 毎日 0:00～24:00 有 04-7160-2660
4624 ファミリーマート みどりや豊住 店内 柏市 豊住４－４ー７ 毎日 0:00～24:00 有 04-7167-5113

4625 ファミリーマート 柏インター西店 店内 柏市
大青田字中山新田７４４－
２１

毎日 0:00～24:00 有 04-7135-6261

4626 ファミリーマート 柏たなか店 店内 柏市 柏北部東地区６３街区１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7137-1041
4627 ファミリーマート 柏の葉五丁目店 店内 柏市 柏の葉５－４－１７ 毎日 0:00～24:00 有 04-7135-8007

4628 ファミリーマート 柏駅西口店 店内 柏市
旭町１ー１－７第５彰栄ビ
ル

毎日 0:00～24:00 有 04-7141-7050

4629 ファミリーマート 柏松葉町七丁目店 店内 柏市 松葉町７丁目１４－１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7135-7566



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
4630 ファミリーマート 柏新富町店 店内 柏市 豊四季４８９－１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7141-6156
4631 ファミリーマート 柏大井店 店内 柏市 大井４９９番地 毎日 0:00～24:00 有 04-7190-1530
4632 ファミリーマート 柏大津ヶ丘 店内 柏市 大津ヶ丘１－２９－３ 毎日 0:00～24:00 有 04-7190-4311

4633 ファミリーマート 柏大津ケ丘四丁目店 店内 柏市 大津ケ丘４丁目１－５１３ 毎日 0:00～24:00 有 04-7190-0530

4634 ファミリーマート 柏南増尾店 店内 柏市 南増尾７－４－２８ 毎日 0:00～24:00 有 04-7178-0161
4635 ファミリーマート 柏富勢店 店内 柏市 根戸４６７番地２ 毎日 0:00～24:00 有 04-7131-8533
4636 ファミリーマート 柏名戸ヶ谷店 店内 柏市 名戸ケ谷１１７０－１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7160-1030
4637 ファミリーマート 柏柳戸店 店内 柏市 柳戸５２２－１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7190-0751
4638 ファミリーマート 豊四季南店 店内 柏市 豊四季２６６－２３ 毎日 0:00～24:00 有 04-7141-6911
4639 ポプラ 南柏西口店 店内 柏市 南柏１－２－１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7142-7480
4640 ミニストップ 柏逆井店 店内 柏市 逆井１３００番地３ 毎日 0:00～24:00 有 04-7176-6428
4641 ミニストップ 柏酒井根店 店内 柏市 酒井根２丁目３７番７号 毎日 0:00～24:00 有 04-7176-7161
4642 ミニストップ 柏明原２丁目店 店内 柏市 明原２丁目９－３８ 毎日 0:00～24:00 有 04-7142-8686

4643 ミニストップ柏しこだ店 店内 柏市 篠籠田字小町１３７４番１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7147-2170

4644 ミニストップ柏手賀の杜入口店 店内 柏市 若白毛１２６１－３ 毎日 0:00～24:00 有 04-7190-0388
4645 ミニストップ柏名戸ヶ谷店 店内 柏市 名戸ヶ谷７４２番１１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7160-3115
4646 ローソン 柏駅東口店 店内 柏市 柏４丁目８番１４号 毎日 0:00～24:00 有 04-7163-7768
4647 ローソン 柏慈恵医大前 店内 柏市 柏下１５０－１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7162-5017
4648 ローソン 柏増尾駅前店 店内 柏市 増尾１丁目１番５号 毎日 0:00～24:00 有 04-7171-3900
4649 ローソン 柏大津ヶ丘三丁目店 店内 柏市 大津ケ丘３丁目７番１号 毎日 0:00～24:00 有 04-7193-3036
4650 ローソン 柏藤心店 店内 柏市 藤心９６７－２ 毎日 0:00～24:00 有 04-7172-0341
4651 ローソン 柏豊四季店 店内 柏市 豊四季３３７番地３ 毎日 0:00～24:00 有 04-7145-2388
4652 ローソンストア１００ 柏千代田店 店内 柏市 千代田１丁目２番５０号 毎日 0:00～24:00 有 04-7165-0199

4653 ローソンストア１００増尾駅前店 店内 柏市
加賀３丁目２４番１３号伊
藤ビル

毎日 0:00～24:00 有 04-7170-8199

4654 ローソンストア１００南柏一丁目店 店内 柏市 南柏１－１－３ 毎日 0:00～24:00 有 04-7141-7199
4655 ローソン南柏駅東口店 店内 柏市 南柏中央１番地１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7171-3963
4656 ローソン柏しいの木台店 店内 柏市 しいの木台４－１－７ 毎日 0:00～24:00 有 047-389-5456

4657 ローソン柏の葉１６号店 店内 柏市
正連寺３９２番地４中央１
３４街区７

毎日 0:00～24:00 有 04-7134-7220

4658 ローソン柏の葉キャンパスシティ店 店内 柏市
若柴１４８－１ららぽーと
柏の葉北館１Ｆ

毎日 0:00～24:00 有 04-7137-3035

4659 ローソン柏酒井根店 店内 柏市 酒井根６３０番２－２１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7171-0800
4660 ローソン柏松ケ崎店 店内 柏市 松ケ崎新田１－８ 毎日 0:00～24:00 有 04-7134-3115
4661 ローソン柏泉町店 店内 柏市 泉町１１－１１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7164-8791
4662 ローソン柏増尾８丁目店 店内 柏市 増尾８丁目３７－１１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7175-5551
4663 ローソン柏大井店 店内 柏市 大井１９０１番地１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7193-2201
4664 ローソン柏藤ヶ谷十字路 店内 柏市 藤ケ谷新田６９－４ 毎日 0:00～24:00 有 04-7192-4141
4665 ローソン柏布施店 店内 柏市 布施１３２３番地１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7131-3222
4666 ローソン柏箕輪新田店 店内 柏市 箕輪新田８９番地６ 毎日 0:00～24:00 有 04-7193-4163
4667 ローソン柏名戸ヶ谷１丁目店 店内 柏市 名戸ケ谷１－７－３５ 毎日 0:00～24:00 有 04-7160-3763
4668 ローソン柏逆井店 店内 柏市 逆井６３３－１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7175-0015
4669 ローソン ＳＧリアルティ柏 店内 柏市 新十余二１３番１号 毎日 0:00～24:00 有 04-7137-6220
4670 柏ビレジ近隣センター 1階事務所 柏市 大室1285-1 平日 8:30～17:15 有 04-7133-8821
4671 道の駅しょうなん 事務所 柏市 箕輪新田59-2 平日 8:30～17:15 有 04-7190-1131
4672 芝浦工業大学中学・高等学校 1階事務室 柏市 増尾700 平日 8:30～17:15 有 04-7174-3100
4673 東武鉄道（株）柏駅 改札口付近 柏市 末広町1-1 毎日 終電まで 04-7145-2211
4674 東日本旅客鉄道（株）北柏駅 改札事務室入口 柏市 根戸字中馬場 毎日 終電まで
4675 東日本旅客鉄道（株）南柏駅 コンコース内多機能トイレ前 柏市 南柏1丁目 毎日 終電まで



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
4676 つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅 駅改札内 柏市 若柴174 毎日 終電まで 04-7136-0111
4677 つくばエクスプレス柏たなか駅 駅改札内 柏市 小青田274-1 毎日 終電まで 04-7136-0211
4678 モラージュ柏 防災センター 柏市 大山台2-3 営業時間中 営業時間中 04-7137-6200
4679 ザ・クレストホテル柏 1階フロント 柏市 末広町14-1 営業時間中 営業時間中 04-7146-1111
4680 東武スポーツクラブかしわ 1階事務室 柏市 新柏1-4-1 営業時間中 営業時間中 04-7164-5353
4681 柏洋スイマーズ江戸川台スクール 1階事務所 柏市 西原3-10-14 営業時間中 営業時間中 04-7154-4141
4682 オークスベストコンディションクラブ柏 2階トレーニングジム 柏市 大山台2-3-1 営業時間中 営業時間中 04-7134-1112
4683 キッツウェルネス南柏 事務所 柏市 南柏中央3-2 営業時間中 営業時間中 04-7176-7997
4684 藤ヶ谷カントリークラブ マスター室 柏市 泉2348 営業時間中 営業時間中 04-7191-4161
4685 金子整骨院 1階受付 柏市 逆井藤ﾉ台23-6 営業時間中 営業時間中 04-7176-0547
4686 西川整骨院 1階受付 柏市 中央2-13-5 営業時間中 営業時間中 04-7163-3855
4687 山本接骨院 1階受付 柏市 大室1192-3-103 営業時間中 営業時間中 04-7131-8266
4688 みのりの湯 柏健康センター 1階フロント 柏市 十余二249 営業時間中 営業時間中 04-7145-8910
4689 (株)アトックス 技術開発センター 1階事務室 柏市 高田1201 営業時間中 営業時間中 -
4690 柏事務所 シーハーツ柏 メディカル室 柏市 根戸445-2 営業時間中 営業時間中 0120-1165-14
4691 二松学舎大学 1階玄関 柏市 大井2590 平日 8:30～17:17 有 04-7191-8751
4692 二松学舎大学 体育館 柏市 大井2590 平日 8:30～17:17 有 04-7191-8751
4693 日本橋学館大学 事務局 柏市 柏1225-6 平日 8:30～17:18 有 04-7167-8655
4694 日本橋学館大学 保健室 柏市 柏1225-6 平日 8:30～17:18 有 04-7167-8655
4695 東日本旅客鉄道（株）柏駅 中央改札口付近 柏市 柏1-1 毎日 終電まで
4696 東日本旅客鉄道（株）柏駅 南改札口付近 柏市 柏1-1 毎日 終電まで
4697 （株）高島屋柏店 防災センター 柏市 末広町3-16 営業時間中 営業時間中 04-7144-1111
4698 （株）高島屋柏店 3階インフォメーション 柏市 末広町3-16 営業時間中 営業時間中 04-7144-1111
4699 柏ステーションモール 防災センター 柏市 末広町1-1 営業時間中 営業時間中 04-7148-2222
4700 柏ステーションモール 第1駐車場 柏市 末広町1-1 営業時間中 営業時間中 04-7148-2222
4701 柏ステーションモール 第2駐車場 柏市 末広町1-1 営業時間中 営業時間中 04-7148-2222

4702 おお田保育園 １階事務室 柏市 大青田1507-8
月曜～土曜（保育所開所日の
日曜日・祝日は利用可能）

7:00～20:00 有 04-7131-2795

4703 あいみ保育園 １階事務室 柏市 大津ヶ丘3-3-2 平日 8:30～17:15 有 04-7191-8161
4704 巻石堂さくら保育園 １階事務室 柏市 柏3-10-28 平日 7:00～19:00 有 04-7166-7374
4705 柏さかさい保育園 １階職員室 柏市 逆井1377-1 平日 8:00～17:30 有 04-7172-3939

4706 とばり保育園 １階事務所 柏市 戸張1588-2
土、日曜日及び祝日並びに年
末年始(12/29～1/3)を除く日

7:00～19：00 有 04-7138-5183

4707 柏中央保育園 １階事務室 柏市 明原1-2-10 平日 8:00～17:30 有 04-7147-3922
4708 ヴィヴァン保育園 １階事務室 柏市 新柏2-6-4 平日 7:00～20:00(土19:00) 有 04-7168-2525
4709 小学館アカデミー柏しこだの森保育園 １階事務室 柏市 篠籠田573-1 平日 9:00～18:00 有 04-7140-2025
4710 日生かしわ保育園ひびき ２階玄関入口 柏市 柏6-8-37Ｋ2ビル2F 平日 8:30～18:00 有 04-7189-8235
4711 北の杜保育園 １階廊下 柏市 正連寺434-26 月曜～土曜 7:00～20:00 有 04-7199-8335
4712 ヴィヴァン亀甲台保育園 １階エントランス 柏市 亀甲台2-13-12 平日 7:00～20:00(土19:00) 有 04-7166-1010
4713 柏みどり保育園 １階玄関 柏市 東中新宿3-23-1 平日 7:00～19:00 有 04-7192-6548
4714 認定こども園 みくに学園 １階玄関 柏市 旭町1-6-14 平日 8:00～18:00 有 04-7145-2843
4715 認定こども園みどり みどり幼稚園 １階玄関 柏市 東中新宿3-23-10 平日 7:00～19:00 有 04-7172-0426
4716 柏しんとみ保育園 １階玄関 柏市 豊四季336-5 平日 8:00～17:30 有 04-7197-3949
4717 セブン－イレブン 柏花野井北店 店内 柏市 花野井1019-1 毎日 0:00～24:00 有 04-7134-0677
4718 セブン－イレブン 柏松ヶ崎入口店 店内 柏市 松ヶ崎713-1 毎日 0:00～24:00 有 04-7133-7188
4719 セブン－イレブン  DayOneタワー柏店 店内 柏市 柏1-7-1 毎日 0:00～24:00 有 04-7168-2711
4720 セブン－イレブン  柏旭町８丁目店 店内 柏市 旭町8-5-65 毎日 0:00～24:00 有 04-7147-2607
4721 セブン－イレブン  柏豊四季駅東店 店内 柏市 豊四季185-23 毎日 0:00～24:00 有 04-7141-0388
4722 セブン－イレブン  柏西原３丁目店 店内 柏市 西原3-7-8 毎日 0:00～24:00 有 04-7155-3250
4723 柏の葉キャンパス保育園 １階入口 柏市 若柴173-8 151街区SA-2 平日 7:00～20:00 有 04-7134-4774
4724 夷隅健康福祉センター １階入口 勝浦市 出水１２２４ 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 0470-73-0145



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
4725 勝浦海中公園施設 海中公園事務所内 勝浦市 吉尾１７４ 毎日利用可能 9：00～17：00 有 0470-76-2955
4726 大原高等学校（勝浦若潮校舎） 海洋校舎 玄関 勝浦市 勝浦市新官1380 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 0470-73-1133
4727 勝浦警察署 １階 勝浦市 沢倉５１５－６ 毎日利用可能 終日 有 0470-73-0110

4728 千葉県立中央博物館分館海の博物館 受付 勝浦市 吉尾123
原則、火～日、休館日は利用
不可

9:00～16：30 有 0470-76-1133

4729 勝浦市立図書館 玄関 勝浦市 出水1297 平日 9:00～17:00 無 0470-73-0300
4730 勝浦市立勝浦小学校 保健室前 勝浦市 墨名７３３－１ 平日 8:00～16:00 無 0470-73-0073
4731 勝浦市立勝浦幼稚園 玄関前 勝浦市 墨名７３３－１ 平日 8:30～17:15 無 0470-73-1412
4732 勝浦市立上野小学校 職員玄関 勝浦市 植野72 平日 8:00～16:30 無 0470-76-0320
4733 かつうら聖苑 受付 勝浦市 松部116-1 友引を除く ８:３０～１７:００ 無 0470-76-2950

4734 勝浦市立中央保育所 廊下中央 勝浦市 出水１１８４ 月、火、水、木、金、土
平日7:30～18:15、土7:30
～12:30

無 0470-73-0019

4735 勝浦市立上野保育所 廊下中央 勝浦市 植野５５－２ 月、火、水、木、金、土
平日7:30～18:15、土7:30
～12:30

無 0470-76-0213

4736 勝浦市立総野保育所 廊下 勝浦市 蟹田91 月、火、水、木、金、土
平日7:30～18:15、土7:30
～12:30

無 0470-77-0842

4737 勝浦市営荒川テニスコート 受付脇 勝浦市 荒川193 -

（5～8月）8:15～18:30、
（9月～4月）8:15～17:00
＊ナイター時最大で21:00
まで利用可能

無 0470-76-0180

4738 勝浦市役所 １階総合案内所 勝浦市 新官１３４３－１ 平日 8:30～17:15 無 0470-73-1211
4739 勝浦市立勝浦中学校 １階職員玄関 勝浦市 出水１１２０－１ 平日 7:00～20:00 無 0470-73-0135

4740 勝浦市立興津中学校 １階職員玄関 勝浦市 興津１２２２－１
平日（土日祝日は部活動があ
れば利用可能）

7:00～21:00 無 0470-76-0718

4741 勝浦市立北中学校 職員室前廊下 勝浦市 小羽戸５８－２
平日（土日祝日は部活動があ
れば利用可能）

8:00～20:00 無 0470-76-0219

4742 保険福祉センター １階エレベーター脇 勝浦市 串浜1191-1 平日 8:30～17:15 無 0470-73-6101

4743 勝浦市こども館 １階ホール 勝浦市 墨名662-1
火、水、木、金、土、日（月
曜日が祝日の場合は翌日が休
館日）

9:00～18:00 無 0470-73-0001

4744 国民健康保険勝浦診療所 待合室 勝浦市 松野４４８番地１ 平日 8:00～17:15 無 0470-77-0331

4745 勝浦市立総野小学校 職員室前廊下 勝浦市 蟹田２２２
毎日（日曜を除く。祝日は場
合により利用不能）

8:05～18:00 無 0470-77-0054

4746 勝浦市立豊浜小学校 玄関 勝浦市 新官６５
平日（夜間体育館利用時は使
用可能）

8:00～18:00 無 0470-73-0233

4747 勝浦市立郁文小学校 職員玄関 勝浦市 松部1000-1 平日 8:00～16:30 無 0470-73-0246
4748 勝浦市立清海小学校 職員玄関 勝浦市 鵜原１４２－２ 平日 7:30～19:00 無 0470-7６-00１５

4749 勝浦市立興津小学校 職員玄関 勝浦市 興津１７００
平日（土曜日は使用可能な場
合がある。）

8:00～16:30 無 0470-76-0057

4750 磯野歯科 診療室 勝浦市 墨名565-59
月、火、木、金、土 （祝日
を除く）

9:00～12:00、13:30～
18:00

無 0470-73-5323

4751 福永歯科医院 受付 勝浦市 墨名801
月、火、水、金、土 （祝日
を除く）

8:30～17:00 無 0470-73-0350

4752 高梨歯科医院 診療室 勝浦市 墨名781-7 平日 9:00～18:00 無 0470-73-1051

4753 なかやち歯科医院 診療室 勝浦市 墨名704
月、火、水、金、土（祝日を
除く）

（月、火、水、金）9:00～
18:00、（土）9:00～16:30

無 0470-73-3781

4754 ホテルブルーベリーヒル勝浦 フロント 勝浦市 興津1920 毎日 0:00～24:00 無 0470-76-3400
4755 宇宙技術開発株式会社勝浦出張所 玄関受付側 勝浦市 芳賀1-14 毎日 0:00～24:00 無 0470-70-7811
4756 社会福祉法人いちょうの里みずほ学園 事務室 勝浦市 上植野１３－２ 毎日 0:00～24:00 無 0470-76-4321
4757 興津目黒区自然学園 南棟事務室前 勝浦市 興津143 平日 8:30～17:15 無 0470-76-3111
4758 京葉銀行勝浦支店 出入口付近 勝浦市 勝浦１７３ 平日 9:00～15:00 無 0470-73-1231



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
4759 ロイヤルヴァンベール勝浦ビーチ ロビー前 勝浦市 部原１９２８－５８ 毎日 0:00～24:00 無
4760 創価学会勝浦平和会館 玄関付近 勝浦市 新官９６６?１２８ 月、火、木、金、土、日 9:00～22:00 無 0470-73-4832
4761 勝浦ゴルフ倶楽部 ロビー受付脇 勝浦市 市野川628 毎日 6:00～18:00 無 0470-77-0121
4762 富士通ヴィラ勝浦 ロビー受付脇 勝浦市 興津１５１４－１２ 月、火、木、金、土、日 0:00～24:00 無 0470-76-5100
4763 介護老人保健施設やすらぎの郷 ２階ナースステーション 勝浦市 芳賀４４１-１ 毎日 0:00～24:01 無 0470-70-7065
4764 特別養護老人ホーム勝浦裕和園 医務室脇 勝浦市 市野郷２３０－１ 毎日 0:00～24:02 無 0470-77-1321

4765 東急ゴルフコース マスター室 勝浦市 松部361 -
（1月～6月）7:00～
17:30、（1月～12月）6:30
～17:30

無 0470-76-2711

4766 川上医院 診察室 勝浦市 興津148
医師が対応できる時間は利用
可能

医師が対応できる時間は利
用可能

無 0470-76-0301

4767 勝浦漁業協同組合 ２階事務室入口 勝浦市 浜勝浦380
毎日（土曜日、お盆、祭り等
を除く）

夏期7:00～16:00、冬期
8:00～16:00

無 0470-73-1311

4768 グループホームあんしん勝浦 １階事務室 勝浦市 上植野925-1 毎日 0:00～24:00 無 0470-76-6678
4769 鵜原青年館 １階入り口 勝浦市 鵜原 - - 無 なし
4770 セブンイレブン 勝浦武道大学前店 店舗内 勝浦市 新官９３４番地２３ 毎日 0:00～24:00 無 0470-73-7111
4771 セブンイレブン 勝浦上町店 店舗内 勝浦市 出水１２５２番地 毎日 0:00～24:00 無 0470-73-0709
4772 セブンイレブン 勝浦興津店 店舗内 勝浦市 興津７８２番地３ 毎日 0:00～24:00 無 0470-76-5027
4773 セブンイレブン 勝浦ビーチ店 店舗内 勝浦市 部原１９２８番地１ 毎日 0:00～24:00 無 0470-73-6130
4774 セブンイレブン 勝浦２９７号バイパス南店 店舗内 勝浦市 宿戸３９５番地１ 毎日 0:00～24:00 無 0470-70-7110
4775 ファミリーマート 大松屋勝浦店 店舗内 勝浦市 出水１２３３番地２ 毎日 0:00～24:00 無 0470-73-1647
4776 ファミリーマート 国際武道大学前店 店舗内 勝浦市 新官１４３４番地１ 毎日 0:00～24:00 無 0470-73-1531
4777 デイリーヤマザキ 勝浦駅前店 店舗内 勝浦市 墨名６８９番地 毎日 0:00～24:00 無 0470-70-1570
4778 デイリーヤマザキ 勝浦興津店 店舗内 勝浦市 興津２６５５番地２ 毎日 6:00～23:00 無 0470-76-0340
4779  新勝浦市漁業協同組合豊浜支所販売所 受付内 勝浦市 新官２０７ 平日 8:00～17:00 無 0470-73-7081
4780 ＴＯＴＯプラテック勝浦工場 工場内休憩所 勝浦市 松野975-2 平日 8:30～17:00 無 0470-77-1111
4781 かんぽの宿 勝浦 １階フロント 勝浦市 鵜原2183-5 毎日 0:00～24:00 無 0470-76-3011
4782 勝浦ホテル三日月 事務所 勝浦市 墨名820 毎日 0:00～24:00 無 0470-73-1111
4783 テルムマラン・パシフィーク 事務室 勝浦市 興津1920 毎日 9:00～21:00 無 0470-76-6600

4784 勝浦スポーツクラブ 受付 勝浦市 墨名485-246
休館日（毎月変動）利用不可
能

9:30～21:30 無 0470-73-5956

4785 東急ハーヴェストクラブ勝浦 １階フロント 勝浦市 中島590-9
毎日（1月、6月に数日間の休
館日あり）

0:00～24:00 無 0470-76-0109

4786 日本武道館研修センター ロビー北側 勝浦市 沢倉582
毎日（12月28日～1月3日を除
く）

6:00～22:00 無 0470-73-2111

4787 日本武道館研修センター 大道場入口 勝浦市 沢倉582
毎日（12月28日～1月3日を除
く）

6:00～22:00 無 0470-73-2111

4788 勝浦整形外科クリニック ２階ナースセンター 勝浦市 墨名485-252 毎日 0:00～24:00 無 0470-70-1211
4789 医療法人ＳＨＩＯＤＡ 塩田病院 外来処置室 勝浦市 出水1221 毎日 0:00～24:00 無 0470-73-1221
4790 医療法人ＳＨＩＯＤＡ 塩田病院 外来 勝浦市 出水1221 毎日 0:00～24:00 無 0470-73-1221
4791 医療法人ＳＨＩＯＤＡ 塩田病院 Ａ棟２階 勝浦市 出水1221 毎日 0:00～24:00 無 0470-73-1221
4792 医療法人ＳＨＩＯＤＡ 塩田病院 Ｂ棟ＩＣＵ 勝浦市 出水1221 毎日 0:00～24:00 無 0470-73-1221
4793 医療法人ＳＨＩＯＤＡ 塩田病院 Ｂ棟３階 勝浦市 出水1221 毎日 0:00～24:00 無 0470-73-1221
4794 医療法人ＳＨＩＯＤＡ 塩田病院 Ｂ棟５階 勝浦市 出水1221 毎日 0:00～24:00 無 0470-73-1221
4795 医療法人ＳＨＩＯＤＡ 塩田病院 Ｂ棟７階 勝浦市 出水1221 毎日 0:00～24:00 無 0470-73-1221
4796 医療法人ＳＨＩＯＤＡ 塩田病院 Ｃ棟２階 勝浦市 出水1221 毎日 0:00～24:00 無 0470-73-1221

4797 国際武道大学 施設内① 勝浦市 新官841

各館開放時間のみ利用可能。
屋外に設置されている物は全
日利用可能。他８台と記載さ
れている物についてはイベン
ト時に使用するとのこと。

無 0470-73-4111



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

4798 国際武道大学 施設内② 勝浦市 新官841

各館開放時間のみ利用可能。
屋外に設置されている物は全
日利用可能。他８台と記載さ
れている物についてはイベン
ト時に使用するとのこと。

無 0470-73-4111

4799 国際武道大学 施設内③ 勝浦市 新官841

各館開放時間のみ利用可能。
屋外に設置されている物は全
日利用可能。他８台と記載さ
れている物についてはイベン
ト時に使用するとのこと。

無 0470-73-4111

4800 国際武道大学 施設内④ 勝浦市 新官841

各館開放時間のみ利用可能。
屋外に設置されている物は全
日利用可能。他８台と記載さ
れている物についてはイベン
ト時に使用するとのこと。

無 0470-73-4111

4801 国際武道大学 施設内⑤ 勝浦市 新官841

各館開放時間のみ利用可能。
屋外に設置されている物は全
日利用可能。他８台と記載さ
れている物についてはイベン
ト時に使用するとのこと。

無 0470-73-4111

4802 国際武道大学 施設内⑥ 勝浦市 新官841

各館開放時間のみ利用可能。
屋外に設置されている物は全
日利用可能。他８台と記載さ
れている物についてはイベン
ト時に使用するとのこと。

無 0470-73-4111

4803 国際武道大学 施設内⑦ 勝浦市 新官841

各館開放時間のみ利用可能。
屋外に設置されている物は全
日利用可能。他８台と記載さ
れている物についてはイベン
ト時に使用するとのこと。

無 0470-73-4111

4804 国際武道大学 施設内⑧ 勝浦市 新官841

各館開放時間のみ利用可能。
屋外に設置されている物は全
日利用可能。他８台と記載さ
れている物についてはイベン
ト時に使用するとのこと。

無 0470-73-4111

4805 国際武道大学 施設内⑨ 勝浦市 新官841

各館開放時間のみ利用可能。
屋外に設置されている物は全
日利用可能。他８台と記載さ
れている物についてはイベン
ト時に使用するとのこと。

無 0470-73-4111

4806 国際武道大学 施設内⑩ 勝浦市 新官841

各館開放時間のみ利用可能。
屋外に設置されている物は全
日利用可能。他８台と記載さ
れている物についてはイベン
ト時に使用するとのこと。

無 0470-73-4111

4807 国際武道大学 施設内11 勝浦市 新官841

各館開放時間のみ利用可能。
屋外に設置されている物は全
日利用可能。他８台と記載さ
れている物についてはイベン
ト時に使用するとのこと。

無 0470-73-4111



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

4808 国際武道大学 施設内12 勝浦市 新官841

各館開放時間のみ利用可能。
屋外に設置されている物は全
日利用可能。他８台と記載さ
れている物についてはイベン
ト時に使用するとのこと。

無 0470-73-4111

4809 国際武道大学 バス内① 勝浦市 新官841

各館開放時間のみ利用可能。
屋外に設置されている物は全
日利用可能。他８台と記載さ
れている物についてはイベン
ト時に使用するとのこと。

無 0470-73-4111

4810 国際武道大学 バス内② 勝浦市 新官841

各館開放時間のみ利用可能。
屋外に設置されている物は全
日利用可能。他８台と記載さ
れている物についてはイベン
ト時に使用するとのこと。

無 0470-73-4111

4811 国際武道大学 他8台① 勝浦市 新官841

各館開放時間のみ利用可能。
屋外に設置されている物は全
日利用可能。他８台と記載さ
れている物についてはイベン
ト時に使用するとのこと。

無 0470-73-4111

4812 国際武道大学 他8台② 勝浦市 新官841

各館開放時間のみ利用可能。
屋外に設置されている物は全
日利用可能。他８台と記載さ
れている物についてはイベン
ト時に使用するとのこと。

無 0470-73-4111

4813 国際武道大学 他8台③ 勝浦市 新官841

各館開放時間のみ利用可能。
屋外に設置されている物は全
日利用可能。他８台と記載さ
れている物についてはイベン
ト時に使用するとのこと。

無 0470-73-4111

4814 国際武道大学 他8台④ 勝浦市 新官841

各館開放時間のみ利用可能。
屋外に設置されている物は全
日利用可能。他８台と記載さ
れている物についてはイベン
ト時に使用するとのこと。

無 0470-73-4111

4815 国際武道大学 他8台⑤ 勝浦市 新官841

各館開放時間のみ利用可能。
屋外に設置されている物は全
日利用可能。他８台と記載さ
れている物についてはイベン
ト時に使用するとのこと。

無 0470-73-4111

4816 国際武道大学 他8台⑥ 勝浦市 新官841

各館開放時間のみ利用可能。
屋外に設置されている物は全
日利用可能。他８台と記載さ
れている物についてはイベン
ト時に使用するとのこと。

無 0470-73-4111

4817 国際武道大学 他8台⑦ 勝浦市 新官841

各館開放時間のみ利用可能。
屋外に設置されている物は全
日利用可能。他８台と記載さ
れている物についてはイベン
ト時に使用するとのこと。

無 0470-73-4111



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

4818 国際武道大学 他8台⑧ 勝浦市 新官841

各館開放時間のみ利用可能。
屋外に設置されている物は全
日利用可能。他８台と記載さ
れている物についてはイベン
ト時に使用するとのこと。

無 0470-73-4111

4819 株式会社 東根新電元 千葉物流 芳賀倉庫 事務室 勝浦市 宿戸482-4 平日 8：30～17：30 無 0470-77-0131
4820 市原健康福祉センター １階事務室内 市原市 五井１３０９ 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 0436-21-6391

4821 千葉県射撃場 事務室内 市原市 古敷谷2620

火曜日を除く毎日ただし、12
月29日～1月3日及び、火曜日
が祝日の場合にあっては水曜
日、火曜日を含めて祝日が連
続する場合には、当該連休の
明け日を除く

3～11月は9:00～17:00、12
～2月は9:00～16:00

無 0436-98-0314

4822 千葉水道事務所市原支所 １階玄関ホール 市原市 五所1445-4
月～金 土日祝日、年末年始
は利用不可

8:30～17:15 有 0436-41-1362

4823 福増浄水場 １階ロビー 市原市 福増47 毎日利用可能 24時間 有 0436-75-4116
4824 市原高等学校 管理棟１階職員玄関付近 市原市 市原市牛久655 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 0436-92-1541
4825 鶴舞桜が丘高等学校 体育館ステージ脇 市原市 市原市鶴舞355 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0436-88-3211
4826 鶴舞桜が丘高等学校（グリーンキャンパス） 農場管理室２階 市原市 市原市鶴舞1159-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0436-92-0009
4827 京葉高等学校 １棟１階体育科準備室前 市原市 市原市島野222 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 0436-22-2196
4828 市原緑高等学校 体育館１階体育教官室 市原市 市原市能満1531 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0436-75-0600
4829 姉崎高等学校 管理特別教室棟 市原市 市原市姉崎2632 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 0436-62-0601
4830 市原八幡高等学校 事務室内 市原市 市原市八幡1877-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～17:00 有 0436-43-7811
4831 市原八幡高等学校 体育教官室内 市原市 市原市八幡1877-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～18:00 有 0436-43-7811
4832 市原特別支援学校 事務室 市原市 市原市能満1519-5 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 0436-43-7621
4833 市原特別支援学校（つるまい風の丘分校） 職員室前 市原市 市原市鶴舞1159-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 有 0436-92-5281

4834 市原警察署 １階 市原市 八幡海岸通１９６５－１７ 毎日利用可能 終日 有 0436-41-0110

4835 市原警察署南総幹部交番 交番内 市原市 牛久８８０－１ 毎日利用可能 終日 有 0436-92-0049
4836 千葉県循環器病センター ①１階ロビー 市原市 鶴舞575 終日利用可能 24時間利用可能 無 0436-88-3111
4837 千葉県循環器病センター ②１階核医学検査室前 市原市 鶴舞575 終日利用可能 24時間利用可能 無 0436-88-3111
4838 千葉県循環器病センター ③２階ロビー 市原市 鶴舞575 終日利用可能 24時間利用可能 無 0436-88-3111
4839 千葉県循環器病センター ④６階レストラン 市原市 鶴舞575 終日利用可能 24時間利用可能 無 0436-88-3111
4840 千葉県循環器病センター ⑤ガンマ棟５階リハビリテーション室前 市原市 鶴舞575 終日利用可能 24時間利用可能 無 0436-88-3111
4841 鶴舞看護専門学校 校舎入口 市原市 鶴舞 月、火、水、木、金 8:30～17:15 無 0436-88-3660
4842 市原青少年会館 １階エントランス 市原市 八幡１１２６－１ 年末年始を除き毎日利用可能 9:00～21:00 有 0436-43-3651
4843 市原高等技術専門校 １階職員室 市原市 平田981-1 月～金  土日祝日は使用不可 8:30～17:15 無 0436-22-0403

4844 市原市役所姉崎支所 玄関付近 市原市 姉崎２１５０－１
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:30～17:15 ６１－００４２

4845 市原市役所有秋支所 玄関付近 市原市 有秋台西１－３－２
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:30～17:15 ６６－００７０

4846 ゼットエー武道場 事務室前通路 市原市 能満1474-1 8:30～17:15 ４１－９８２５
4847 市原市消防局庁舎 １階受付 市原市 国分寺台中央1－1－1 毎日 常時 ２３－０１１９

4848 老人ホーム希望苑 施設内 市原市 能満２０８９－１５７ ０４３６－７４－１７２２

4849 五井西コミュニティセンター 出入口付近 市原市 五井西２－１０－３ - 0436-21-6090

4850 市原市老人福祉センター 事務室内 市原市 国分寺台中央１－１－２３ - 0436-22-8199

4851 市原学園 １Ｆ通路自動販売機 市原市 磯ヶ谷１５７－１ - 0436-36-1581
4852 戸田コミュニティセンター 受付 市原市 馬立７３３ 0436-95-6622
4853 中央図書館 カウンター内 市原市 更級５－１－５１ 施設開館日 施設開館時間 ２３－４９４６



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
4854 南部保健福祉センター 事務所 市原市 牛久３７７－１ 施設開館日 8:30～21:00 ９２－１４８１
4855 南部保健福祉センター 健康増進室 市原市 牛久３７７－１ 施設開館日 8:30～21:00 ９２－１４８１
4856 市原市役所 １Ｆロビー受付 市原市 国分寺台中央1-1-1 0436-22-1111

4857 市原市役所南総支所 玄関付近 市原市 牛久５００
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:30～17:15 ９２－１１１１

4858 市原市役所加茂支所 玄関付近 市原市 平野５８３－３
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:30～17:15 ９６－０１０１

4859 市原市役所市原支所 玄関付近 市原市 八幡１０５０－３
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:30～17:15 ４１－０１４１

4860 市原市役所辰巳台支所 玄関付近 市原市 辰巳台西３－１４－１
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:30～17:15 ７４－２２１１

4861 緑地運動公園管理所 １Ｆ事務所内 市原市 岩崎536 0436-21-4441
4862 市原市急病センター １階診察室前 市原市 更級5-1-48 - 0436-21-5771
4863 五井会館 １Ｆロビー守衛室脇 市原市 五井中央西2-3-13 0436-21-2156
4864 市原市福祉会館 玄関付近 市原市 五井5375 8:30～17:15 0436-23-1331
4865 サンプラザ市原 １Ｆ事務所入口左側通路 市原市 五井中央西1-1-25 0436-24-1151
4866 市原市民会館 小ホール身障者ﾄｲﾚ 市原市 惣社1-1-1 0436-22-7111
4867 三和コミュニティセンター １Ｆ事務室 市原市 海士有木235 0436-36-4922

4868 市原市役所三和支所 玄関付近 市原市 海士有木２３２－１
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:30～17:15 ３６－１１１１

4869 サンハート（三和福祉作業所） 自動販売機 市原市 海士有木２５９ ３６－８２９２
4870 憩いの家 事務所 市原市 福増124-2 0436-36-2619
4871 ちはら台公園 管理棟内 市原市 ちはら台西3-3 0436-76-7300

4872 市原市役所市津支所 玄関付近 市原市 下野９０－１
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:30～17:15 ７４－０００２

4873 ちはら台コミュニティセンター 駐車場側玄関内 市原市 ちはら台南6-1-3 0436-50-2312
4874 菊間コミュニティセンター １Ｆフロアー 市原市 菊間1870-4 0436-42-3424
4875 市原スポレクパーク 管理棟内事務所入口 市原市 菊間775 0436-41-3115
4876 姉崎中学校 職員室内 市原市 姉崎2156 0436-61-0100
4877 姉崎東中学校 職員室内 市原市 姉崎3056-1 0436-61-6411
4878 千種中学校 職員室内 市原市 千種6-1-1 0436-21-2918
4879 有秋中学校 職員室内 市原市 不入斗1200 0436-66-1066
4880 東海中学校 職員室内 市原市 今富477 0436-36-1682
4881 若葉中学校 校長室内 市原市 五井5308 0436-21-7911
4882 五井中学校 職員室内 市原市 五井922-2 0436-21-3385
4883 国分寺台中学校 職員室内 市原市 南国分寺台2-1 0436-22-4567
4884 国分寺台西中学校 職員室内 市原市 国分寺台中央5-1-1 0436-43-1831
4885 三和中学校 職員室内 市原市 磯ヶ谷1703 0436-36-0141
4886 双葉中学校 職員室内 市原市 光風台1-475 0436-36-6211
4887 養老小学校 職員室内 市原市 松崎820 0436-36-0054
4888 潤津中学校 職員室又は保健室 市原市 潤井戸2297-2 1台 - 0436-74-0021
4889 ちはら台南中学校 職員室内 市原市 ちはら台南5-3 0436-52-1781
4890 市東中学校 職員室内 市原市 東国吉356 0436-52-0007
4891 南総中学校 保健室内 市原市 安久谷140 0436-92-0044
4892 加茂中学校 職員室又は保健室 市原市 平野123 1台 - 0436-96-0042
4893 菊間中学校 職員室内 市原市 菊間1850 0436-41-3618
4894 八幡東中学校 職員室内 市原市 菊間428 0436-43-7808
4895 辰巳台中学校 職員室内 市原市 辰巳台東2-2 0436-74-2475
4896 八幡中学校 職員室内 市原市 八幡500 0436-41-0772
4897 辰巳台西小学校 職員室内 市原市 辰巳台西4-16 0436-74-1874
4898 辰巳台東小学校 保健室内 市原市 辰巳台東4-13 0436-74-3671



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
4899 市原中学校 職員室内 市原市 能満1450 0436-41-3424
4900 市津消防署 １階受付 市原市 潤井戸35-1 毎日 常時 0436-75-0602
4901 五井消防署 １階受付 市原市 五井5500-1 毎日 常時 0436-20-0119

4902 五井保育所 職員室 市原市 平田543-1
月～土（日祝日、年末年始は
利用不可）

0436-21-2661

4903 若葉保育所 職員室 市原市 五井5470
月～土（日祝日、年末年始は
利用不可）

0436-22-4898

4904 惣社幼稚園 園内 市原市 惣社2-7-7 0436-21-0092
4905 千種幼稚園 園内 市原市 青柳2050 0436-21-1986
4906 国府小学校 職員室内 市原市 村上1402-1 0436-21-0576
4907 国分寺台小学校 職員室内 市原市 南国分寺台3-2 0436-23-1444
4908 国分寺台西小学校 職員室内 市原市 西国分寺台2-11-1 0436-21-5411
4909 国分寺台東小学校 職員室内 市原市 東国分寺台5-1 0436-21-5351
4910 京葉小学校 保健室内 市原市 五井西3-9-2 0436-21-1725
4911 五井小学校 職員室内 市原市 五井東1-6-3 0436-21-1049
4912 白金小学校 職員室内 市原市 君塚3-19 0436-21-0207
4913 千種小学校 保健室内 市原市 青柳1801 0436-21-0703
4914 東海小学校 保健室内 市原市 廿五里558 0436-21-1676
4915 若葉小学校 職員室内 市原市 五井5555-1 0436-22-1581

4916 三和保育所 職員室 市原市 海士有木269-2
月～土（日祝日、年末年始は
利用不可）

0436-36-3607

4917 海上小学校 職員室内 市原市 神代125 0436-36-0802
4918 光風台小学校 体育館玄関内 市原市 光風台4-546 0436-36-6502
4919 市西小学校 職員室内 市原市 海士有木1130 0436-36-0185

4920 八幡保育所 職員室 市原市 八幡1050-1
月～土（日祝日、年末年始は
利用不可）

0436-41-0815

4921 袖ヶ浦保育所 職員室 市原市 八幡1390
月～土（日祝日、年末年始は
利用不可）

0436-41-5668

4922 辰巳保育所 職員室 市原市 辰巳台東2-1
月～土（日祝日、年末年始は
利用不可）

0436-74-2075

4923 辰巳台幼稚園 園内 市原市 辰巳台東2-21-1 0436-74-6030
4924 八幡幼稚園 園内 市原市 八幡1056-1 0436-41-0565
4925 石塚小学校 職員室内 市原市 八幡石塚2-4 0436-41-9142
4926 市原小学校 職員室内 市原市 能満1320 0436-41-1048
4927 菊間小学校 職員室前 市原市 菊間1620-1 0436-41-3617
4928 五所小学校 職員室内 市原市 五所2154-1 0436-42-2400
4929 白幡小学校 職員室内 市原市 山木108 0436-74-9797
4930 八幡小学校 職員室内 市原市 八幡530 0436-41-1953
4931 若宮小学校 保健室内 市原市 若宮3-13 0436-41-2364

4932 姉崎保育所 職員室 市原市 姉崎2150-1
月～土（日祝日、年末年始は
利用不可）

0436-61-0144

4933 姉崎第二保育所 職員室 市原市 姉崎2526-2
月～土（日祝日、年末年始は
利用不可）

0436-62-1778

4934 椎津保育所 職員室 市原市 椎津1098-1
月～土（日祝日、年末年始は
利用不可）

0436-61-5430

4935 今津保育所 職員室 市原市 今津朝山78
月～土（日祝日、年末年始は
利用不可）

0436-61-2693

4936 有秋幼稚園 園内 市原市 有秋台西2-3 0436-66-0182
4937 青葉台小学校 職員玄関前廊下 市原市 青葉台1-10-1 0436-62-3888
4938 姉崎小学校 職員室内 市原市 椎津461 0436-61-0058
4939 明神小学校 体育館玄関内 市原市 姉崎1850 0436-61-3634



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
4940 有秋西小学校 職員室内 市原市 有秋台西2-3 0436-66-0674
4941 有秋東小学校 職員室内 市原市 不入斗753 0436-66-0026
4942 有秋南小学校 職員室内 市原市 桜台3-1-1 0436-66-1224
4943 東京都立しいの木特別支援学校 教員室 市原市 椎津2590-2 1台 - 0436-66-2789
4944 市津保育所 職員室 市原市 潤井戸1327 0436-74-0084
4945 潤津小学校 職員室 市原市 潤井戸2299-14 1台 - 0436-74-0603
4946 市東第一小学校 職員室前 市原市 瀬又1820 0436-52-0656
4947 清水谷小学校 職員室内 市原市 ちはら台南5-2 0436-52-3681
4948 牧園小学校 職員室内 市原市 ちはら台南2-7 0436-74-1191
4949 水の江小学校 保健室内 市原市 ちはら台2-15 0436-52-1700

4950 馬立保育所 職員室 市原市 馬立717
月～土（日祝日、年末年始は
利用不可）

0436-95-3233

4951 牛久保育所 職員室 市原市 皆吉959
月～土（日祝日、年末年始は
利用不可）

0436-92-1235

4952 鶴舞保育所 職員室 市原市 鶴舞701-3
月～土（日祝日、年末年始は
利用不可）

0436-88-2033

4953 牛久幼稚園 園内 市原市 牛久342 0436-92-0121
4954 牛久小学校 職員室内 市原市 皆吉933-2 0436-92-0022
4955 内田小学校 保健室内 市原市 島田20 0436-92-0130
4956 鶴舞小学校 職員室内 市原市 鶴舞708 0436-88-2014
4957 寺谷小学校 職員室内 市原市 寺谷687-1 0436-95-3001
4958 戸田小学校 職員室内 市原市 馬立830 0436-95-3321

4959 高滝保育所 職員室 市原市 養老952
月～土（日祝日、年末年始は
利用不可）

0436-98-0108

4960 里見保育所 職員室 市原市 徳氏108
月～土（日祝日、年末年始は
利用不可）

0436-96-0072

4961 白鳥保育所 職員室 市原市 大久保562-4
月～土（日祝日、年末年始は
利用不可）

0436-96-1016

4962 能満幼稚園 職員室 市原市 能満１５５４－４ - 0436-43-1836
4963 はくちょう保育園 園内 市原市 若宮３－４－４ - 0436-43-3663
4964 玉泉幼稚園 園内 市原市 門前２－２２０ - 0436-43-9557
4965 心花幼稚園 園内 市原市 八幡１４４ - 0436-41-8338
4966 東海大学付属望洋高等学校 保健室 市原市 能満１５３１ - 0436-74-4721
4967 東海大学付属望洋高等学校 体育教官室 市原市 能満１５３１ - 0436-74-4721
4968 東海大学付属望洋高等学校 野球場 市原市 能満１５３１ - 0436-74-4721
4969 ＤＩＣ（株） 千葉工場 事業所内① 市原市 八幡海岸通り１２ - 0436-41-4141
4970 ＤＩＣ（株） 千葉工場 事業所内② 市原市 八幡海岸通り１２ - 0436-41-4141
4971 ＤＩＣ（株） 千葉工場 事業所内③ 市原市 八幡海岸通り１２ - 0436-41-4141
4972 東日本宇佐美 市原給油所 事務所 市原市 八幡浦１－１－２ - 0436-41-1161
4973 古川電気工業（株） 千葉事業所 事業所内 市原市 八幡海岸通り６ - 0436-42-1601
4974 丸紅建材リース（株） 市原工場 事務所 市原市 八幡海岸通１１－１ - 0436-43-3311
4975 ジョイフル本田 ガーデンセンター市原店 サービスカウンター 市原市 五所１７３８－２ - 0436-43-7111
4976 京葉銀行 八幡支店 八幡２１４－１ 市原市 八幡２１４－１ 平日 9:00～15:00 0436-42-3131
4977 市原福祉会 ふるさと苑 事務所前 市原市 能満１９２５－２８２ - 0436-36-6083
4978 志高幼稚園 園内 市原市 今津朝山６０１ - 0436-61-6011
4979 出光興産（株） 中央訓練所 事業所内 市原市 姉崎海岸２５－５ - 0436-61-1821
4980 イトーヨーカドー 姉崎店 売り場内 市原市 姉崎６４５－１ 10:00～22:00 0436-62-2111
4981 住友化学（株） 千葉工場 事業所内 市原市 姉崎海岸５－１ - 0436-61-1320
4982 東京電力 姉崎火力発電所 事業所内 市原市 姉崎海岸３ - 0436-77-6600
4983 東日本宇佐美 姉ヶ崎給油所 事務所 市原市 姉崎海岸１３８ - 0436-61-5887
4984 日本板硝子（株） 千葉事業所 事業所内 市原市 姉崎海岸６ - 0426-61-2113



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
4985 館山道 市原ＳＡ上り 売り場内 市原市 今富字大作1091-2 0:00～24:00 0436-36-8913
4986 館山道 市原ＳＡ下り 売り場内 市原市 海保字中木々音1154-1 0:00～24:00 0436-36-8914
4987 第２クローバー学園 医務室 市原市 椎津３０８５ - 0436-60-5115
4988 京葉銀行 姉崎支店 店内 市原市 姉崎５４５ 平日 9:00～15:00 0436-61-2333
4989 京葉銀行 有秋台支店 店内 市原市 有秋台東２－３ 平日 9:00～15:00 0436-66-3111
4990 老人ホーム あさひガーデン姉崎 ２Ｆ 市原市 姉崎８０７－１ - 0436-62-6565
4991 老人ホーム あさひガーデン姉崎 ３F 市原市 姉崎８０７－１ - 0436-62-6565
4992 老人ホーム あさひガーデン姉崎 ４F 市原市 姉崎８０７－１ - 0436-62-6565
4993 老人ホーム あさひガーデン姉崎 ５Ｆ 市原市 姉崎８０７－１ - 0436-62-6565
4994 老人ホーム あさひガーデン姉崎 ６Ｆ 市原市 姉崎８０７－１ - 0436-62-6565
4995 アピタ市原店 １Ｆサービスカウンター付近 市原市 青柳北１－１ - 0436-20-0511
4996 宇部興産（株） 千葉石油化学工場 事業所内 市原市 五井南海岸８－１ - 0436-23-5116
4997 クローバー学園 医務室 市原市 村上１５８７ - 0436-23-1540
4998 ケーズデンキ 玄関付近 市原市 更級４－１－１ - 0436-26-2210
4999 コスモ石油（株） 千葉製油所 事業所内① 市原市 五井海岸２ - 0436-23-4111
5000 コスモ石油（株） 千葉製油所 事業所内② 市原市 五井海岸２ - 0436-23-4111
5001 コスモ石油（株） 千葉製油所 事業所内③ 市原市 五井海岸２ - 0436-23-4111
5002 コスモ石油（株） 千葉製油所 事業所内④ 市原市 五井海岸２ - 0436-23-4111
5003 コナミスポーツクラブ ２Ｆフィットネスカウンター 市原市 五井５２３２－２ - 0436-23-1231
5004 千葉銀行 五井支店 １Ｆロビー 市原市 五井中央西２－７－１ 平日 9:00～15:00 0436-21-2141
5005 東京電力 五井火力発電所 事業所内 市原市 五井海岸１ - 0436-77-7000
5006 パールショップともえ 市原店 景品カウンター脇 市原市 惣社５７４－１ 10:00～23:00 0436-20-0111
5007 東日本宇佐美 市原インター給油所 事務所 市原市 五井１１９１－２ - 0436-20-3536
5008 東日本宇佐美 市原東給油所 事務所 市原市 五井南海岸４１ - 0436-23-8961
5009 日立化成工業（株） 五井事業所 事業所内 市原市 五井南海岸１４ - 0436-21-6141
5010 三井化学（株） 市原工場 事業所内 市原市 千種海岸３ - 0436-62-3223
5011 カインズホーム サービスカウンター 市原市 根田７８６ - 0436-63-5000
5012 京葉銀行 五井支店 店内 市原市 五井２７６８－１ 平日 9:00～15:00 0436-21-4361
5013 京葉銀行 国分寺台支店 店内 市原市 国分寺台中央１－５－１ 平日 9:00～15:00 0436-21-3111
5014 アヅマ（株） 西工場 玄関付近 市原市 玉前２－４－３７ - 0436-21-6555
5015 アヅマ（株） 東工場 玄関付近 市原市 五井南海岸５０－３ - 0436-23-7852
5016 アヅマ（株） 南工場 玄関付近 市原市 五井南海岸４５ - 0436-20-7870
5017 アヅマ・フレコンメンテナンス（株） 玄関付近 市原市 玉前２－３－４３ - 0436-22-2841
5018 ＮＰＯ法人 チャレンジランド 敷地内 市原市 根田２－３－２８ - 0436-24-2580
5019 光風台中央幼稚園 園内 市原市 光風台３－１６２ - 0436-36-6083
5020 市原中央高等学校 職員室 市原市 土宇１４８１－１ - 0436-36-7131
5021 （株）城装 事務所出入口 市原市 福増１２３－９ - 0436-36-1231
5022 源氏山ゴルフクラブ キャディーマスター室 市原市 大桶９５６－１ - 0436-36-1525
5023 新東京サーキット クラブハウスカウンター内 市原市 引田２４９ - 0436-36-3139
5024 ケアハウス向日葵 １Ｆ事務室 市原市 二日市場７７４－１ - 0436-36-1600
5025 ちはら台幼稚園 職員室 市原市 ちはら台南６－３０ - 0436-52-2526
5026 帝京平成大学 敷地内① 市原市 潤井戸２２８９ - 0436-74-5511
5027 帝京平成大学 敷地内② 市原市 潤井戸２２８９ - 0436-74-5511
5028 帝京平成大学 敷地内③ 市原市 潤井戸２２８９ - 0436-74-5511
5029 ユニモちはら台 １Ｆ売り場① 市原市 ちはら台西３－４ -
5030 ユニモちはら台 １Ｆ売り場② 市原市 ちはら台西３－４ -
5031 ユニモちはら台 ２Ｆ売り場① 市原市 ちはら台西３－４ -
5032 ユニモちはら台 ２Ｆ売り場② 市原市 ちはら台西３－４ -
5033 ユニモちはら台 ２Ｆ売り場③ 市原市 ちはら台西３－４ -
5034 京葉銀行 ちはら台支店 店内 市原市 ちはら台西４－２－１ 平日 9:00～15:00 0436-76-0001
5035 スーパービバホーム 受付 市原市 ちはら台南３－２１－１ - 0436-76-8511



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
5036 ウッドパークちはら台 Ｏ棟 入口 市原市 ちはら台西４ - 0436-75-6817
5037 ウッドパークちはら台 Ｑ棟 入口 市原市 ちはら台西４ - 0436-75-6817
5038 パークシティちはら台 コミュニティセンター内 市原市 ちはら台東２ - 0436-52-4501
5039 鳳林カントリークラブ キャディマスター室 市原市 小草畑２４４ - 0436-89-2011
5040 セントレジャーゴルフクラブ千葉 コースへの出口（風除室） 市原市 小草畑５７７ - 0436-89-2211
5041 千葉よみうりカントリークラブ クラブハウスロビー 市原市 岩１ - 0436-92-2612
5042 鶴舞カントリー倶楽部 クラブハウス医務室 市原市 田尾１２９３－２ - 0436-88-2211
5043 南総カントリークラブ キャディーマスター室 市原市 上高根１６８３－１ - 0436-95-1816
5044 太平洋クラブ 市原コース クラブハウス 市原市 奥野１５１ - 0436-88-3311
5045 市原ゴルフクラブ 市原コース コースへの出口 市原市 奉免８５５ - 0436-92-1711
5046 市原ゴルフクラブ 柿の木台コース コースへの出口 市原市 牛久１２９３ - 0436-92-1711
5047 ロッテ皆吉台カントリークラブ キャディーマスター室 市原市 皆吉１６２７－１ - 0436-92-3833
5048 タクエーカントリークラブ フロント 市原市 平蔵２５７９－１ - 0436-89-3333
5049 タクエーカントリークラブ キャディーマスター室 市原市 平蔵２５７９－１ - 0436-89-3333
5050 ニュー南総カントリークラブ キャディーマスター室 市原市 上高根１６１６－１ - 0436-95-1101
5051 米原ゴルフ倶楽部 キャディーマスター室 市原市 米原１６３９－１ - 0436-89-2711
5052 森永高滝カントリー倶楽部 フロント 市原市 古敷谷１９１９ - 0436-96-1266
5053 南市原ゴルフクラブ 休憩所、カート 市原市 田淵１ - 0436-96-2031
5054 オークビレッヂゴルフクラブ キャディーマスター室 市原市 国本７６７ - 0436-96-2100
5055 加茂ゴルフ倶楽部 フロント 市原市 月出８１ - 0436-96-1111
5056 千葉銀行 八幡支店 １Ｆロビー 市原市 八幡１０５９－２２ 平日 9:00～15:00 0436-41-1331
5057 上総更級公園センター センター内救護室 市原市 更級５－１－１ 毎日 8:30～21:00 ２０－３５５５
5058 オリジナルメーカー海釣り公園 施設内受付窓口 市原市 五井南海岸１－１２ 施設開園日 施設開園時間 ２１－０４１９

5059 千葉県生涯大学校東葛飾学園 江戸川台校舎 1階ロビー 流山市 美原1-158-2
月～木 金土日祝日は利用不
可

8:30～17:15 無 04-7152-1181

5060 流山高等学校 保健室前 流山市 流山市東初石2-98 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～17:00 無 04-7153-3161
5061 流山高等学校 園芸自習室出入口 流山市 流山市東初石2-98 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～17:00 無 04-7153-3161
5062 流山おおたかの森高等学校 普通教室棟２階体育科準備室前 流山市 流山市大畔275-5 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7154-3551
5063 流山おおたかの森高等学校 管理特別教室棟１階事務室前 流山市 流山市大畔275-5 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7154-3551
5064 流山南高等学校 体育館１階体育準備室前 流山市 流山市流山9-800-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7159-1231
5065 流山北高等学校 体育準備室前 流山市 流山市中野久木7-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 04-7154-2100
5066 流山北高等学校 職員玄関 流山市 流山市中野久木7-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 04-7154-2100

5067 柏特別支援学校（流山分教室）
流山高校管理普通教室棟2階職員室及び会
議室

流山市 流山市東初石2-98 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 04-7152-1671

5068 特別支援学校流山高等学園 職員玄関 流山市 流山市野々下2-496-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 有 04-7148-0200
5069 特別支援学校流山高等学園（第２キャンパス） 職員玄関（来客用下足箱内） 流山市 流山市名都借140 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 有 04-7150-6312
5070 流山運転免許センター １階 流山市 前ヶ崎２１７ 毎日利用可能 終日 有 04-7147-2000
5071 流山警察署 １階 流山市 三輪野山７４４－４ 毎日利用可能 終日 有 04-7159-0110
5072 流山市消防本部中央消防署 １階 受付 流山市 三輪野山1-994 毎日 0:00～24:00 有 04-7158-0119

5073 児童発達支援センター １階医務室 流山市 駒木台221-3
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:30～17:00 有 04-7154-4822

5074 江戸川台第１学童クラブ 1階玄関 流山市 江戸川台東３丁目２番地 月～土（日祝日は利用不可）
（平日）14:00～18:00、
（土曜日）8:00～18:00

有 04-7154-2310

5075 もりのいえ第１学童クラブ １階事務室 流山市 東深井８７９番地の２ 月～土（日祝日は利用不可）
（平日）14:00～18:00、
（土曜日）8:00～18:00

有 04-7156-0778

5076 もりのいえ第２・第３学童クラブ ２階玄関 流山市 東深井８７９番地の２ 月～土（日祝日は利用不可）
（平日）14:00～18:00、
（土曜日）8:00～18:00

有 04-7156-0778

5077 流山市クリーンセンター 焼却棟２階中央制御室 流山市 大字下花輪191番地
毎日稼働（祝日含む）※関係
者以外立ち入り禁止

0:00～24:00 有 04-7157-7411

5078 流山市クリーンセンター プラザ館１階事務所 流山市 大字下花輪191番地
月～日（祝日・年末年始は利
用不可）

8:30～17:00 有 04-7157-7411



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

5079 流山市幼児教育支援センター附属幼稚園 １階職員玄関 流山市 江戸川台東3-2
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:00～17:00 有 04-7152-0353

5080 流山市コミュニティプラザ 1階勤労者総合福祉センター事務室 流山市 大畔25-17
毎週月曜日（月曜日が祝日・
振替休日の場合は開館、年末
年始）

9:00～21:00 有 04-7155-5701

5081 生涯学習センター(流山エルズ） １階受付カウンター 流山市 中１１0 第3水曜日及び年末年始は除く 9:00～20:30 有 04-7150-7474

5082 総合運動公園       (野球場・庭球場) 庭球場前 管理人室 流山市 野々下1-29-4
通年 （  ）内は除く野球
場(12月19日～3月17日)
庭球場(１月１日)

（4月～9月）6:00～
21:00、（10月～3月）7:00
～21:00

有 04-1759-1212

5083 中央図書館・博物館 図書館カウンター内（２階正面玄関） 流山市 加１－１２２５－６
月曜日を除く毎日 但し12月
29日～翌年1月4日までを除く

火曜日から土曜日は9:30～
19：00（5月～11月までは
20時終了）日曜祝日は9：
30～17：00

有 04-7159-3434

5084 森の図書館 １階カウンター内 流山市 東深井９９１
月曜日を除く毎日 但し12月
29日～翌年1月4日までを除く

火曜日から土曜日は9:30～
19：00（5月～11月までは
20時終了）日曜祝日は9：
30～17：00

有 04-7152-3200

5085
流山市汚泥再生処理センター（森のまちエコセン
ター）

1階事務室内 流山市 こうのす台1594
月～土祝日は利用可（日・年
末年始は利用不可）

8:30～17:15 有 04-7154-5736

5086 流山市民プール 事務室 流山市 加 1-16-4 7月第1土曜日～9月第1日曜日
①10:00～18:00（全4回）
②14:30～18:00（全2回）
開設日により異なる

有 04-7158-5276

5087 北部市民プール プール側監視員室 流山市 東深井837 7月第1土曜日～9月第1日曜日
①10:00～18:00（全4回）
②14:30～18:00（全2回）
開設日により異なる

有 04-7155-3864

5088 東部市民プール プール側監視員室 流山市 名都借756-3 7月第1土曜日～9月第1日曜日
①10:00～18:00（全4回）
②14:30～18:00（全2回）
開設日により異なる

有 04-7143-5577

5089 流山市北部柔道場 １階道場内 流山市 青田109-1
第３月曜日及び年末年始は除
く（祝日の場合は翌日）

9:00～21:00 有 04-7159-1212

5090 流山市南部柔道場 １階道場内 流山市 流山965-14
第３月曜日及び年末年始は除
く（祝日の場合は翌日）

9:00～21:00 有 04-7159-1212

5091 おおたかの森スポーツフィールド 管理人室 流山市 大畔64-1 年末年始を除く
4月～9月(6時～18時)
10月～3月(7時～16時)

有 04-7159-1212

5092 東部スポーツフィールド 管理人室 流山市 名都借121-1 年末年始を除く
4月～9月(6時～18時)
10月～3月(7時～16時)

有 04-7159-1212

5093 流山市高齢者福祉センター森の倶楽部 １階受付 流山市 東深井９８９ 毎日（年末年始を除く） 9:00～16:30 有 04-7152-2373
5094 流山市文化会館 １階事務室（公民館） 流山市 加1-16-2 毎日（年末年始を除く） 8:30～21:00 有 04-7158-3462
5095 流山市文化会館 ホール東側スタッフ通路(文化会館） 流山市 加1-16-2 毎日（年末年始を除く） 8:30～21:00 有 04-7158-3462
5096 流山市おおたかの森センター １階事務室 流山市 市野谷621-1 毎日（年末年始を除く） 8:30～21:00 有 04-7159-7031

5097 江戸川台第２・第３学童クラブ １階玄関 流山市 江戸川台東３丁目１１番地 月～土（日祝日は利用不可）
平日14:00～18:00、土曜日
8:00～18:00

有 04-7154-2277

5098 八木北小学校区学童クラブ １階玄関 流山市 美田６９番地の４２０ 月～土（日祝日は利用不可）
平日14:00～18:00、土曜日
8:00～18:00

有 04-7152-2231

5099 第１おおたかの森ルーム １階保育室 流山市 十太夫９７番地の１ 月～土（日祝日は利用不可）
平日14:00～18:00、土曜日
8:00～18:00

有 04-7155-8077

5100 第２おおたかの森ルーム １階保育室 流山市 十太夫１８６ 月～土（日祝日は利用不可）
平日14:00～18:00、土曜日
8:00～18:00

有 04-7154-1131

5101 ちびっこなかよし・ちびっこのびのびクラブ １階玄関 流山市 加１丁目１５番地の２ 月～土（日祝日は利用不可）
平日14:00～18:00、土曜日
8:00～18:00

有 04-7158-7560



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

5102 流山市立おおたかの森小学校・中学校 １階受付玄関 流山市 市野谷６２１－１
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:00～17:00 有 04-7159-7001

5103 流山市消防本部東消防署 １階事務室 流山市 前ヶ崎４４９-１ 毎日 0:00～24:00 有 04-7146-0119
5104 流山市消防本部南消防署 庁舎１階受付内(ホワイトボード裏) 流山市 南流山３－９－６ 毎日 0:00～24:00 有 04-7159-0119
5105 流山市消防本部北消防署 庁舎１階受付勤務室 流山市 美原2-139-1 毎日 0:00～24:00 有 04-7152-0119

5106 東部出張所 木の図書館１階ホール 流山市 名都借３１３－１ 毎日
月8:30～17:00、火～金
8:30～20:00、土9:30～
20:00、日祝9:30～17:00

有 04-7144-2175

5107 江戸川台駅前出張所 江戸川台駅前出張所１階事務室内 流山市 江戸川台東1丁目4
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:30～17:00 有 04-7152-3132

5108 おおたかの森出張所
おおたかの森出張所事務室内（流山おお
たかの森Ｓ・Ｃ ３階）

流山市 西初石6丁目185-2 月～土
月～金8:30～19:00、土
8:30～17:00

有 04-7154-0333

5109 第１コミュニティホーム １階玄関 流山市 野々下1丁目312
木、祝日の翌日、年末年始を
除く毎日

9:00～21:00 有 04-7158-4230

5110 第２コミュニティホーム １階玄関 流山市 野々下3丁目797
木、祝日の翌日、年末年始を
除く毎日

9:00～21:00 有 04-7144-4258

5111 第３コミュニティホーム １階玄関 流山市 芝崎373-3
木、祝日の翌日、年末年始を
除く毎日

9:00～21:00 有 04-7158-8465

5112 流山福祉会館 一階受付 流山市 流山2丁目102 年末年始を除く毎日
8:30～17:00 22時まで施設
利用がある時は22時まで利
用可能

有 04-7159-1520

5113 江戸川台福祉会館 一階受付 流山市 江戸川台東1丁目251 年末年始を除く毎日
8:30～17:00 22時まで施設
利用がある時は22時まで利
用可能

有 04-7154-3026

5114 西深井福祉会館 一階受付 流山市 西深井313 年末年始を除く毎日
8:30～17:00 22時まで施設
利用がある時は22時まで利
用可能

有 04-7154-3120

5115 思井福祉会館 一階受付 流山市 思井79-2 年末年始を除く毎日
8:30～17:00 22時まで施設
利用がある時は22時まで利
用可能

有 04-7159-5666

5116 向小金福祉会館 一階受付 流山市 向小金2丁目192-2 年末年始を除く毎日
8:30～17:00 22時まで施設
利用がある時は22時まで利
用可能

有 04-7173-9320

5117 東深井福祉会館 一階受付 流山市 東深井498-30 年末年始を除く毎日
8:30～17:00 22時まで施設
利用がある時は22時まで利
用可能

有 04-7155-3638

5118 南福祉会館 一階受付 流山市 南102 年末年始を除く毎日
8:30～17:00 22時まで施設
利用がある時は22時まで利
用可能

有 04-7155-3160

5119 十太夫福祉会館 一階受付 流山市 十太夫９７－１ 年末年始を除く毎日
8:30～17:00 22時まで施設
利用がある時は22時まで利
用可能

有 04-7154-5254

5120 名都借福祉会館 一階受付 流山市 名都借274 年末年始を除く毎日
8:30～17:00 22時まで施設
利用がある時は22時まで利
用可能

有 04-7144-5510

5121 南流山福祉会館 一階受付 流山市 南流山3丁目3-1 年末年始を除く毎日
8:30～17:00 22時まで施設
利用がある時は22時まで利
用可能

有 04-7150-4320

5122 野々下福祉会館 一階受付 流山市 野々下２－７０９ 年末年始を除く毎日
8:30～17:00 22時まで施設
利用がある時は22時まで利
用可能

有 04-7145-9500
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5123 赤城福祉会館 一階受付 流山市 流山8丁目1071 年末年始を除く毎日
8:30～17:00 22時まで施設
利用がある時は22時まで利
用可能

有 04-7158-4545

5124 平和台福祉会館 一階受付 流山市 平和台5丁目45-3 年末年始を除く毎日
8:30～17:00 22時まで施設
利用がある時は22時まで利
用可能

有 04-7158-4264

5125 下花輪福祉会館 一階受付 流山市 下花輪227 年末年始を除く毎日
8:30～17:00 22時まで施設
利用がある時は22時まで利
用可能

有 04-7150-4126

5126 流山市地域福祉センター 1階受付 流山市 平和台２－１－２
月～金（土日祝日、年末年始
は利用不可）

8:30～17:15 有 04-7159-7377

5127 中野久木保育所 1階事務室 流山市 中野久木373 月～土 7:00～19:00 有 04-7152-0921
5128 平和台保育所 １階大玄関内 流山市 平和台2丁目6-3 月～土 7:00～19:00 有 04-7158-1424
5129 江戸川台保育所 1階事務室 流山市 江戸川台東3丁目5 月～土 7:00～19:00 有 04-7152-0611

5130 地域子育て支援センターゆうゆう 1階フロア<保育室>内 流山市 長崎2丁目561
月～金、第1・第2土曜日（第
3・第4土曜日、休日及び年末
年始は不可）

平日 8：30～17：00 第
1・2土曜日 8：30～12：00

有 04-7144-7926

5131 向小金保育所 １階玄関内 流山市 向小金3丁目102-1 月～土 7:00～19:00 有 04-7174-5217
5132 東深井保育所 1階事務室 流山市 東深井177-2 月～土 7:00～19:00 有 04-7154-6025

5133 あすなろ学童クラブ １階事務室 流山市 木487 月～土（日祝日は利用不可）
平日14:00～18:00土曜日
8:00～18:00

有 04-7159-7970

5134 あずま学童クラブ １階事務室 流山市 名都借854 月～土（日祝日は利用不可）
平日14:00～18:00土曜日
8:00～18:00

有 04-7146-8558

5135 西初石子どもルーム １階事務室 流山市 西初石4丁目347 月～土（日祝日は利用不可）
平日14:00～18:00土曜日
8:00～18:00

有 04-7153-5100

5136 流山市立東小学校 １階職員室 流山市 名都借８５６
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:00～17:00 有 04-7145-3369

5137 流山市立江戸川台小学校 １階職員玄関 流山市 江戸川台東3-11
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:00～17:00 有 04-7152-0103

5138 小山小学校 校舎1階職員室 流山市 十太夫９７－１
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:30～17:00 有 04-7154-6937

5139 流山市立新川小学校 １階職員室窓際 流山市 中野久木３３９
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:00～17:00 有 04-7152-3004

5140 流山市立長崎小学校 １階職員室 流山市 野々下2-10-1
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:00～17:00 有 04-7145-2111

5141 流山市立流山小学校 １階職員玄関 流山市 流山４－３５９
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:00～17:00 有 04-7158-1043

5142 流山市立流山北小学校 １階保健室 流山市 加１－７９５－１
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:00～17:00 有 04-7159-5674

5143 流山市立西初石小学校 １階職員玄関 流山市 西初石４－３４７
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:00～17:00 有 04-7154-5863

5144 流山市立西深井小学校 １階職員室 流山市 西深井６７－１
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:00～17:00 有 04-7154-8655

5145 流山市立東深井小学校 １階職員玄関 流山市 東深井８７９－２
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:00～17:00 有 04-7153-3430

5146 流山市立鰭ヶ崎小学校 １階職員玄関 流山市 鰭ヶ崎７－１
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:00～17:00 有 04-7158-5911

5147 流山市立南流山小学校 １階職員室 流山市 木４８７
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:00～17:00 有 04-7159-2521

5148 流山市立向小金小学校 １階職員室内 流山市 向小金3-149-1
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:00～17:00 有 04-7174-1320



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

5149 流山市立八木北小学校 １階保健室 流山市 美田２０８
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:00～17:00 有 04-7152-4604

5150 流山市立八木南小学校 １階職員玄関 流山市 芝崎９２
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:00～17:00 有 04-7158-1142

5151 流山市立東部中学校 １階職員室 流山市 名都借８６５
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:00～17:00 有 04-7144-3514

5152 流山市立常盤松中学校 １階職員玄関 流山市 東初石３－１３４
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:00～17:00 有 04-7152-0842

5153 流山市立南部中学校 １階職員室 流山市 加３－６００－１
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:00～17:00 有 04-7158-0137

5154 流山市立西初石中学校 １階職員玄関 流山市 西初石4-455-1
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:00～17:00 有 04-7154-3091

5155 流山市立東深井中学校 １階職員玄関 流山市 東深井４７
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:00～17:00 有 04-7154-5864

5156 流山市立北部中学校 １階職員玄関 流山市 中野久木５７７
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:00～17:00 有 04-7152-0036

5157 流山市立南流山中学校 １階職員玄関 流山市 流山２５３９－１
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:00～17:00 有 04-7159-2551

5158 流山市立八木中学校 １階職員玄関 流山市 古間木２１０－２
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:00～17:00 有 04-7159-7461

5159 市役所 （第１） 第一庁舎１F受付 流山市 平和台１－１－１
月～金(土日祝日は守衛室で利
用申告すれば可）

8:30～17:15 有 04-7158-1111

5160 市役所 （第２） 第二庁舎１Ｆ介護支援課窓口前 流山市 平和台１－１－１
月～金(土日祝日は守衛室で利
用申告すれば可）

8:30～17:15 有 04-7158-1111

5161 流山市保健センター １階ホール 流山市 西初石4-1433-1
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:30～17:15 有 04-7154-0331

5162 流山市民総合体育館（キッコーマンアリーナ） 1F事務室 流山市 野々下1-40-1
3月、6月、9月、12月の第３
月曜日 (祝日の場合は翌日)

9：00～22:00 有 04-7159-1212

5163 流山市北部公民館 １階事務室 流山市 美原1-158-2 毎日（年末年始を除く） 8:30～21:00 有 04-7153-0567
5164 流山市東部公民館 １階事務室 流山市 名都借756-4 毎日（年末年始を除く） 8:30～21:00 有 04-7144-2988
5165 流山市初石公民館 １階事務室 流山市 西初石4-381-2 毎日（年末年始を除く） 8:30～21:00 有 04-7154-9101
5166 流山市南流山センター １階事務室 流山市 南流山3-3-1 毎日（年末年始を除く） 8:30～21:00 有 04-7159-4511

5167 一茶双樹記念館 １階事務室内 流山市 流山6丁目670-1
月曜日（祝日の場合は翌日）
を除く毎日  但し12月29日～
翌年1月3日までを除く

9：00～17：00 有 04-7150-5750

5168 杜のアトリエ黎明 １階事務室内 流山市 流山6丁目562-2
月曜日（祝日の場合は翌日）
を除く毎日  但し12月29日～
翌年1月3日までを除く

9：00～17：00 有 04-7150-5750

5169 流山市上下水道局 １階ロビー（エレベーター前） 流山市 西初石５－５７ （原則）月～土 （原則）8:30～17:15 有 04-7159-5315

5170 ひよどり学童クラブ １階事務室 流山市 長崎2丁目565 月～土（日祝日は利用不可）
平日14:00～18:00土曜日
8:00～18:00

有 04-7145-4414

5171 おおぞら学童 １階事務室 流山市 流山4丁目451 月～土（日祝日は利用不可）
平日14:00～18:00土曜日
8:00～18:00

有 04-7158-3568

5172 ひまわり学童クラブ １階保育室 流山市 鰭ヶ崎7-1 月～土（日祝日は利用不可）
平日14:00～18:00土曜日
8:00～18:00

有 04-7150-3366

5173 駒木台福祉会館 一階受付 流山市 駒木台２２１－３ 年末年始を除く毎日
8:30～17:00 22時まで施設
利用がある時は22時まで利
用可能

有 04-7154-4821

5174 向小金小学校区学童クラブ ２階事務室 流山市 向小金３－１４９－１ 月～土 日祝日は利用不可
平日 14:00～18：00 土曜
日8：00～18：00

有 04-7173-9313



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

5175 流山おおたかの森Ｓ・Ｃ 1階東駐車場連絡通路（事前精算機付近） 流山市 西初石6‐185‐2 毎日 10:00～21:00 有 04‐7152‐3333

5176 流山おおたかの森Ｓ・Ｃ 1階西駐車場連絡通路（事前精算機付近） 流山市 西初石6‐185‐2 毎日 10:00～21:00 有 04‐7152‐3333

5177 流山おおたかの森Ｓ・Ｃ
２階東駐車場連絡通路（事前精算機付
近）

流山市 西初石6‐185‐2 毎日 10:00～21:00 有 04‐7152‐3333

5178 流山おおたかの森Ｓ・Ｃ
２階西駐車場連絡通路（事前精算機付
近）

流山市 西初石6‐185‐2 毎日 10:00～21:00 有 04‐7152‐3333

5179 流山おおたかの森Ｓ・Ｃ
３階東駐車場連絡通路（事前精算機付
近）

流山市 西初石6‐185‐2 毎日 9:00～1:00 有 04‐7152‐3333

5180 流山おおたかの森Ｓ・Ｃ
３階西駐車場連絡通路（事前精算機付
近）

流山市 西初石6‐185‐2 月～土 8:30～21:00 有 04‐7152‐3333

5181 流山おおたかの森Ｓ・Ｃ １階防災センター 流山市 西初石6‐185‐2 毎日利用可能 24時間 有 04‐7152‐3333
5182 流山おおたかの森Ｓ・Ｃ アネックス館 アネックス館1階エレベーターホール 流山市 西初石6‐185‐2 毎日 6:00～1:00 有 04‐7152‐3333

5183 流山市北部地域包括支援センター １階受付窓口 流山市 流山市江戸川台東２－１９ 月～土
月～金8:30～17:00土8:30
～12:00

有 04‐7155‐5366

5184 流山市平日夜間・休日診療所 診療所内（戸棚の中） 流山市 西初石4-1433-1 毎日

平日19:00～21:00日曜日・
祝日・年末年始（12月30日
～1月3日） 9:00～11:30、
13:00～16:30

有 04-7155-3456

5185 イトーヨーカドー流山店 １階保安室（建物南奥側） 流山市 流山9‐800‐2 毎日 平日7:30～23:00 有 04‐7158‐5211
5186 イトーヨーカドー流山店 ２階事務室（建物南奥側） 流山市 流山9‐800‐2 毎日 土日祝6:30～23:00 有 04‐7158‐5211

5187 南柏パークハウス自治会
自治会集会場付近オープンスペース（自
治会集会場はＡ棟とＢ棟の間）

流山市 向小金1‐378‐1 毎日 24時間 無

5188 双日株式会社社宅 社宅エントランス（左側壁面） 流山市 松ヶ丘1‐483‐1 毎日 24時間 有 04‐7147‐5980

5189 双日株式会社寮
寮エントランス(管理事務所の入り口右
下）

流山市 松ヶ丘1‐483‐1 毎日 9:00～17:00 有 04‐7147‐5980

5190 さつき園 １階保健室 流山市 駒木台238-1
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:30～17:15 無 04-7154-5188

5191 暁星国際流山幼稚園 １階事務室 流山市 前平井１７７番地の１
月～金（土日祝日・学期末長
期休暇期間中は利用不可）

平日9:00～18:00 有 04-7150-2014

5192 京葉銀行 江戸川台支店 ロビー付近（貸金庫側入り口の左側） 流山市 江戸川台西1－2 月～金（祝日は利用不可） 9:00～15:00 有 04‐7152‐3151

5193 京葉銀行 初石支店
ロビー付近（建物南側駐車場側入り口の左
側壁際）

流山市 東初石3‐96‐43 月～金（祝日は利用不可） 9:00～15:00 有 04‐7154‐5331

5194 京葉銀行 おおたかの森支店
ロビー付近（建物東側おおたかの森駅方面
入り口右側壁際）

流山市 市野谷635‐1 月～金（祝日は利用不可） 9:00～15:00 有 04‐7150‐8611

5195 京葉銀行 流山支店 ロビー付近（ＡＴＭ入り口の左奥壁際） 流山市 平和台4‐35‐2 月～金（祝日は利用不可） 9:00～15:00 有 04‐7150‐1501

5196 サンコーテクノ株式会社
１階通路（事務室から公園側建屋に行く
通路）

流山市 南流山3‐10‐16 月～金（祝日は利用不可） 8:00～18:00 無 04‐7157‐3535

5197 松ヶ丘自治会館 事務室 流山市 松ヶ丘2‐330-95
年末年始 お盆時期（1週間）
を除く毎日

9:00～17:00 有 04‐7146‐1525

5198 ＪＲ武蔵野線南流山駅 改札付近 右側壁（事務室と反対側） 流山市 南流山１－１ 毎日 6:00～0:20 有 050-2016-1600
5199 東武鉄道運河駅 改札付近 事務室反対側の改札口内 流山市 東深井405 毎日 5:00～0:40 無 04‐7152‐4050
5200 東武鉄道江戸川台駅 改札付近 券売機付近 流山市 江戸川台東１－３ 毎日 5:00～0:40 無 04-7152-9310
5201 東武鉄道初石駅 改札付近 券売機付近 流山市 西初石３－１００ 毎日 4:40～0:40 無 04-7154-2818
5202 東武鉄道流山おおたかの森駅 改札内 事務室反対側消火器付近 流山市 西初石６－１８１－３ 毎日 5:05～0:35 有 04-7153-2277
5203 つくばエクスプレス流山おおたかの森駅 改札付近（案内カウンター内） 流山市 西初石６－１８２－３ 毎日 5:00～0:50 有 0570-000-298
5204 つくばエクスプレス流山セントラルパーク駅 改札付近（案内カウンター内） 流山市 前平井119 毎日 5:00～0:45 有 0570‐000‐298
5205 つくばエクスプレス南流山駅 A1階段左側 階段脇（地下１階） 流山市 南流山２－１ 毎日 5:00～0:40 有 0570-000-298
5206 江戸川台ひまわり幼稚園 1F玄関ロビー（左側壁際） 流山市 富士見台1-3-6 月～金（祝日は利用不可） 7:00～18:00 有 04-7152-0435
5207 一の台幼稚園 1F玄関フロア（右側壁際） 流山市 東深井４９８－４ 月～金（祝日は利用不可） 7:30～18:30 有 04-7152-3059



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
5208 このはな幼稚園 １階階段付近（左側壁際） 流山市 流山2‐105‐2 月～金（祝日は利用不可） 8:30～17:00 有 04‐7158‐0264

5209 平和台幼稚園
職員室前（園庭側出入り口２か所の真ん
中付近）

流山市 平和台4-62-27 月～金（祝日は利用不可） 8:00～16:30 有 04-7158-5617

5210 南流山幼稚園
職員室前(預かり保育パンダルームの出入
り口脇の壁面）

流山市 流山２５２６ 月～金（祝日は利用不可） 8:30～16:30 有 04-7159-7050

5211 神愛幼稚園 １Ｆ職員室（正面玄関側入り口の左側） 流山市 東初石5-135-14 月～金（祝日は利用不可） 8:30～16:30 有 04-7154-1259
5212 八木幼稚園 １Ｆ事務室（入口右側） 流山市 長崎2‐629 月～金（祝日は利用不可） 8:00～18:00 有 04‐7144‐7790
5213 ＪＡとうかつ中央 南流山支店 １Ｆ正面入り口付近(左側壁際） 流山市 南流山4-3-8 月～金（祝日は利用不可） 9:00～17:00 有 04-7159-7111
5214 ＪＡとうかつ中央 流山支店 １Ｆ正面入り口付近(左奥壁際） 流山市 平和台3-5-1 月～金（祝日は利用不可） 9:00～17:00 無 04-7159-1001
5215 ＪＡとうかつ中央 八木支店 １Ｆ正面入り口付近(左側壁際） 流山市 野々下１－３０７ 月～金（祝日は利用不可） 9:00～17:00 有 04-7158-2211
5216 ＪＡとうかつ中央 十太夫支店 １Ｆ正面入り口付近(左側壁際） 流山市 十太夫８６－２ 月～金（祝日は利用不可） 9:00～17:00 有 04-7152-2211
5217 ＪＡとうかつ中央 新川支店 １Ｆ正面入り口付近(右奥壁際） 流山市 中野久木４３９ 月～金（祝日は利用不可） 9:00～17:00 有 04-7152-3171
5218 ＪＡとうかつ中央 運河支店 １Ｆ正面入り口付近(左奥壁際） 流山市 西深井５９７－１ 月～金（祝日は利用不可） 9:00～17:00 無 04-7153-0121

5219 初石サンシャインゴルフ １Ｆクラブハウス出入り口（左側） 流山市 東初石１丁目74-3 元旦を除く毎日
平日9:00～23:00土日祝4月
～10月6:00～23:00  11
月～3月7:00～23:00

有 04-7155-0562

5220 メトロ流山店 １階店舗カウンター（右側付近） 流山市 西平井９５２－２ 元旦を除く毎日 6:00～19:00 無 04-7140-6660

5221 東洋学園大学
事務室（正面玄関 右側総務部受付付近
９号館）

流山市 鰭ヶ崎１６６０ 月～土 祝祭日は利用不可
9:00～17:00（土曜日1３時
まで）

無 04-7150-3001

5222 江戸川大学 Ａ棟 1階学務課事務室 流山市 駒木４７４ 月～土 祝祭日は利用不可
9:00～18:00（土曜日14時
まで）

無 04-7152-0661

5223 江戸川大学 Ｎ棟 2階企画総務課事務室 流山市 駒木４７４ 月～土 祝祭日は利用不可
9:00～18:00（土曜日14時
まで）

無 04-7152-0661

5224 江戸川大学
第2体育館（正面入り口左側 コーチ控室
内）

流山市 駒木４７４ 月～土 祝祭日は利用不可
9:00～18:00（土曜日14時
まで）

無 04-7152-0661

5225 江戸川大学
サッカーグランド出入り口（南側自販機
脇 Ｉ棟壁際に設置）

流山市 駒木４７４ 月～土 祝祭日は利用不可
9:00～18:00（土曜日14時
まで）

無 04-7152-0661

5226 なかよし保育園 正面玄関 右側の壁際 流山市 南流山7-5-1
月曜日～金曜日（土曜日は不
定期）祝祭日不可

７時～１９時 有 04-7158-5500

5227 おおたかの森ﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙ 事務室入り口付近 流山市 十太夫99-4 月曜日～金曜日 祝祭日不可 ７時～１９時 有 04-7154-2448

5228 八木北保育園 玄関左側下駄箱の上 流山市 駒木台118-1 月曜日～土曜日 祝祭日不可
７時～２０時（月～金）７
時～１７時３０分（土曜
日）

有 04-7152-0504

5229 流山セントラルナーサリースクール 玄関左側壁面 流山市 西平井588 月曜日～土曜日 祝祭日不可 ７時～１９時３０分 有 04-7159-7473

5230 かやの木保育園 事務室内（入り口右側棚の中） 流山市 大畔198 月曜日～土曜日 祝祭日不可
７時～２０時（月～金）７
時～１８時３０分（土曜
日）

有 04-7159-2700

5231 みやぞの保育園 玄関左側靴箱上壁面 流山市 宮園2-8-15 月曜日～土曜日 祝祭日不可
７時～２０時（土曜日の終
了時間は不定）

有 04-7159-2954

5232 生活クラブ風の村わらしこ保育園流山
2階子育て支援センターの入り口から正面
奥壁面

流山市 加4-12 月曜日～土曜日 祝祭日不可
７時～１９時（土曜日の終
了時間は不定）

有 04-7150-2654

5233 南流山聖華保育園 ホールの入口右側壁面 流山市 南流山2-29-4 月曜日～土曜日 祝祭日不可
７時～２１時（園児が帰れ
ば閉園時間が早くなる）

有 04-7159-3401

5234 城の星保育園 玄関ホール左側の階段登り口 流山市 流山9-500-42 月曜日～土曜日 祝祭日不可
７時～２０時（月～金）７
時～１９時３０分（土曜
日）

有 04-7170-2111

5235 聖華いつき保育園 事務室入り口右側窓際 流山市 南流山1-17-4 月曜日～土曜日 祝祭日不可 ７時～２０時 有 04-7158-1145

5236 名都借みらい保育園
玄関右側の事務室内（小窓開けたとこ
ろ）

流山市 名都借289 月曜日～土曜日 祝祭日不可
７時～２０時（月～金）７
時～１９時（土曜日）

有 04-7170-1417

5237 おおたかの森聖華保育園 玄関左側靴箱の上 流山市 長崎2-24-1 月曜日～金曜日 祝祭日不可 ７時～２０時 有 04-7146-0303



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

5238 城の星おおたかの森保育園 職員室内（入口から左側壁際） 流山市 野々下1-292 月曜日～土曜日 祝祭日不可
７時～２０時（月～金）７
時～１９時３０分（土曜
日）

有 04-7197-2666

5239 えどがわ南流山保育園 事務室内（入口正面ロッカーに上） 流山市 木305 月曜日～土曜日 祝祭日不可
７時～２０時（月～金）７
時～１８時（土曜日）

有 04-7157-8855

5240 けやきの森保育園おおたかの森園 事務室内（入口から左側壁際） 流山市
東初石５－１－１新市街地
地区C78街区1

月曜日～土曜日 祝祭日不可
７時～１９時３０分（月～
金）７時～１８時３０分
（土曜日）

有 04-7155-8022

5241 聖華マリン保育園 事務室内（入口から正面） 流山市
東初石5-141-25（新C44街
区6）

月曜日～土曜日 祝祭日不可 ７時～２０時 有 04-7154-5252

5242 慶櫻おおたかの森保育園 事務室入り口左奥壁面 流山市
市野谷787-2（新A24街区2
画地）

月曜日～土曜日 祝祭日不可
７時～２０時（月～金）７
時～１９時（土曜日）

有 04-7189-8900

5243 暁の星保育園 事務室入り口正面棚の前 流山市
西初石5-69-1（新B8街区
1）

月曜日～土曜日 祝祭日不可
７時～２０時（月～金）７
時～１９時３０分（土曜
日）

有 04-7197-7756

5244 けやきの森保育園おおたかの森第二 事務室内（入口右側棚の中） 流山市 十太夫２１９
月曜日～金曜日（土曜日は不
定期）祝祭日不可

７時～１９時３０分 有 04-7197-1880

5245 八千代高等学校 体育棟体育科研究室 八千代市 八千代市勝田台南1-1-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:25～16:55 無 047-484-2551
5246 八千代高等学校 管理・教室棟１階事務室前 八千代市 八千代市勝田台南1-1-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:25～16:55 無 047-484-2551
5247 八千代東高等学校 管理棟１階体育科前 八千代市 八千代市村上881-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-482-1751
5248 八千代西高等学校 体育館体育準備室前 八千代市 八千代市吉橋2405-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-450-2451
5249 八千代西高等学校 管理棟事務室前 八千代市 八千代市吉橋2405-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 有 047-450-2451
5250 八千代特別支援学校 木工班作業室 八千代市 八千代市吉橋3088-4 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 047-450-6321
5251 八千代特別支援学校 管理棟1階事務室内 八千代市 八千代市吉橋3088-4 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 047-450-6321
5252 八千代警察署 １階 八千代市 萱田町６８１－３９ 毎日利用可能 終日 有 047-486-0110
5253 八千代市保健センター 健康づくり課 窓口 八千代市 ゆりのき台2-10 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 047-483-4646
5254 八千代市総合運動公園野球場 管理人室 八千代市 萱田1262 毎日（年末年始は不可） 9:00～17:00 有 047-485-7200

5255 総合生涯学習プラザ プラザプール監視室 八千代市 ゆりのき台3-7-3
火曜（定休日）を除く毎日利
用可能

9:00～21:00 無 047-487-3718

5256 みどりが丘小学校 職員玄関 八千代市
西八千代北部特定区画整理
事業地87-1（吉橋2357）

原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8：00～16：45
（職員がいればこの限りで
はない）

有 047-458-1281

5257 市民会館 1階事務室 八千代市 萱田町728 水～月（年末年始は不可） 9:00～21:00 有 047-483-5111
5258 市民会館 3階事務室 八千代市 萱田町728 水～月（年末年始は不可） 9:00～21:00 有 047-483-5111
5259 教育委員会庁舎 １階保健体育課前 八千代市 大和田138-2 開庁日（月～金） 8:30～17:15 有 047-481-0300
5260 八千代ふるさとステーション 情報コーナー 八千代市 米本4905-1 終日（休館日を除く） 9:00～19:00 有 047-488-6711

5261 郷土博物館 事務室内 八千代市 村上1170-2
火～日(年末年始と月曜は利用
不可)

9：00～16：30 無 047-484-9011

5262 八千代台西小学校 保健室内 八千代市 八千代台西7-23-1
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8：00～16：45
（職員在中がいればこの限
りではない）

有 047-480-7013

5263 勝田台中央公園小体育館 受付カウンター上 八千代市 勝田台3-31-3 9:00～21:15 有 047-487-7667

5264 八千代台近隣公園小体育館 事務室 八千代市
千葉市花見川区柏井町4-3-
1

火～日（年末年始は不可） 9:00～21:00 有 047-483-4977

5265 勝田台文化センター（勝田台市民文化プラザ） 2階ﾛﾋﾞｰ（AED搭載型自販機） 八千代市 勝田台2-5-1 水～月（年末年始は不可） 9:00～21:00 有 047-483-2141
5266 学校給食センター西八千代調理場 1F 玄関ホール 八千代市 吉橋2703-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～16:45 有 047-406-5621
5267 やちよ農業交流センター 事務室 八千代市 島田2076 終日（休館日を除く） 9:00～19:00 有 047-406-4778
5268 大和田公民館 公民館事務室窓口 八千代市 大和田792 月～日(第3日と祝日除く) 8:30～17:15 有 047-482-0845
5269 勝田台公民館 事務室内ロッカー 八千代市 勝田735-7 月～日(第3日と祝日除く) 8:30～17:15 無 047-485-5202
5270 市営霊園管理事務所 事務室 八千代市 小池1521-1 毎日 8:30～16:30 有 047-489-7466
5271 福祉センター １階事務室 八千代市 大和田新田312-5 第３日曜以外 9:00～21:00 有 047-483-1171



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
5272 上下水道局 １階 窓口カウンター前 八千代市 萱田町596-5 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 047-483-6572
5273 米本児童会館 エントランス 八千代市 米本1359 月曜日～土曜日 9:00～17:00 無 047-488-5146

5274 中央図書館 エントランスホール付近 八千代市 村上2510
火曜日～日曜日、祝日（月曜
日が祝日の場合、その翌日の
火曜日は使用不可）

9:00～20:00 有 047-486-2306

5275 中央図書館 図書館インフォメーション付近 八千代市 村上2510
火曜日～日曜日、祝日（月曜
日が祝日の場合、その翌日の
火曜日は使用不可）

9:00～20:00 有 047-486-2306

5276 阿蘇公民館 事務室 八千代市 米本1359 月～日(第3日と祝日除く) 8:30～17:15 無 047-488-1185

5277 第２福祉作業所 事務室 八千代市 米本1523
月～金（土日祝日及び12月29
日から翌年1月3日までは利用
不可）

9:00～16:00 有 047-488-8671

5278 第３福祉作業所 事務室 八千代市 高津1047-1
月～金（土日祝日及び12月29
日から翌年1月3日までは利用
不可）

9:00～16:00 有 047-459-8197

5279 ゆりのき台保育園 事務室 八千代市 ゆりのき台3-7-1 月～日

月～金 7：00～20：00
土 7：00～19：00
日・祝日  8：00～18：
00

有 047-486-6711

5280 米本南保育園 施設玄関カウンター内 八千代市 米本2246 月～土 7：00～19：00 有 047-488-1627
5281 睦北保育園 事務室 八千代市 島田1004 月～土 日祝日は利用不可 月～土 7：00～19：00 有 047-488-1149
5282 八千代台保育園 事務室 八千代市 八千代台東1-19-6 月～土 日祝日は利用不可 月～土 7：00～19：00 有 047-483-0903
5283 八千代台西保育園 事務室 八千代市 八千代台西7-23-2 月～土 日祝日は利用不可 月～土 7：00～19：00 有 047-484-6465

5284 八千代台南保育園 事務室 八千代市 八千代台南1-24-1 月～土 日祝日は利用不可
月～金 7：00～20：00
土 7：00～19：00

有 047-482-0922

5285 高津南保育園 事務室 八千代市 高津390-278 月～土 日祝日は利用不可 月～土 7：00～19：00 有 047-450-0927
5286 村上北保育園 事務室 八千代市 村上1113-1（2-19） 月～土 日祝日は利用不可 月～土 7：00～19：00 有 047-482-0921

5287 市役所庁舎
新館1階ホール(総合案内) 柱にBOXがつ
いてる

八千代市 大和田新田312-5 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 047-483-1151

5288 ふれあいプラザ １階事務室 八千代市 上高野640-2 月曜以外 9:00～21:00 有 047-487-1511
5289 児童発達支援センター 事務所 八千代市 米本1514-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 047-488-1111

5290 八千代台公民館 八千代台公民館 窓口 八千代市 八千代台西1-8
第3日曜日及び年末年始以外利
用可能

8:30～21:00 有 047-483-5553

5291 少年自然の家 少年自然の家事務所入口付近 八千代市 保品1060-2
月～金 原則土日祝日は利用
不可

8:30～17:15 有 047-488-6538

5292 八千代中学校 事務室内 八千代市 八千代台北14-9-1
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員がいればこの限りではな
い）

無 047-482-3232

5293 睦中学校 事務室内 八千代市 島田台756
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員在中がいればこの限りで
はない）

無 047-450-2006

5294 阿蘇中学校 職員厳寒 八千代市 米本1914
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員がいればこの限りではな
い）

無 047-488-3004

5295 勝田台中学校 保健室前廊下 八千代市 勝田台3-1
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員在中がいればこの限りで
はない）

無 047-482-7225

5296 大和田中学校 職員室内 八千代市 萱田町645
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員がいればこの限りではな
い）

無 047-484-5071
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5297 高津中学校 保健室内 八千代市 高津880-4
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員在中がいればこの限りで
はない）

無 047-450-0151

5298 八千代台西中学校 保健室内 八千代市 八千代台西7-23-3
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員がいればこの限りではな
い）

無 047-482-0915

5299 村上東中学校 職員室内 八千代市 村上1113-1
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員在中がいればこの限りで
はない）

無 047-482-0932

5300 東高津中学校 保健室内 八千代市 高津1092
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員がいればこの限りではな
い）

無 047-459-1211

5301 村上中学校 職員室内 八千代市 村上1643-55
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員在中がいればこの限りで
はない）

無 047-482-3121

5302 萱田中学校 職員室内 八千代市 ゆりのき台7-8-1
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員がいればこの限りではな
い）

無 047-485-6640

5303 大和田小学校 保健室内 八千代市 萱田町628
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員がいればこの限りではな
い）

有 047-484-6141

5304 睦小学校 保健室前廊下 八千代市 桑納176
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員在中がいればこの限りで
はない）

有 047-450-2009

5305 阿蘇小学校 職員室内 八千代市 米本2586
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員がいればこの限りではな
い）

有 047-488-3003

5306 村上小学校 保健室内 八千代市 村上1113-1
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員在中がいればこの限りで
はない）

有 047-482-3011

5307 八千代台小学校 保健室内 八千代市 八千代台西1-8
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員がいればこの限りではな
い）

有 047-482-3355

5308 八千代台東小学校 保健室からも体育館からも近い廊下 八千代市 八千代台東2-5-1
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員在中がいればこの限りで
はない）

有 047-483-4547

5309 勝田台小学校 保健室内 八千代市 勝田台2-14
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員がいればこの限りではな
い）

有 047-482-6351

5310 勝田台南小学校 職員室内 八千代市 勝田台5-9
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員在中がいればこの限りで
はない）

有 047-483-0286

5311 米本小学校 事務室前廊下 八千代市 米本1386-6
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員がいればこの限りではな
い）

有 047-488-1105

5312 米本南小学校 保健室内 八千代市 米本2301
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員在中がいればこの限りで
はない）

有 047-488-1106

5313 西高津小学校 職員厳寒 八千代市 高津832-38
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員がいればこの限りではな
い）

有 047-450-7200



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

5314 大和田南小学校 保健室内 八千代市 大和田628
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員在中がいればこの限りで
はない）

有 047-484-6336

5315 高津小学校 保健室内 八千代市 高津738-6
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員がいればこの限りではな
い）

有 047-450-0152

5316 南高津小学校 事務室内 八千代市 高津421-3
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員在中がいればこの限りで
はない）

有 047-450-0916

5317 村上東小学校 保健室内 八千代市 村上1113-1
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員がいればこの限りではな
い）

有 047-482-0931

5318 大和田西小学校 保健室内 八千代市 大和田新田409-3
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員在中がいればこの限りで
はない）

有 047-450-2098

5319 村上北小学校 保健室内 八千代市 村上1113-1
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員がいればこの限りではな
い）

有 047-484-1780

5320 新木戸小学校 保健室内 八千代市 緑が丘2-4
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員在中がいればこの限りで
はない）

有 047-450-8488

5321 萱田小学校 事務室内 八千代市 ゆりのき台6-20
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員がいればこの限りではな
い）

有 047-484-5541

5322 萱田南小学校 事務室内 八千代市 ゆりのき台3-7-3
原則として月～金（職員がい
ればこの限りではない）

原則として8:00～16:45（職
員在中がいればこの限りで
はない）

有 047-487-7117

5323 消防本部・中央消防署 中央消防署 窓口 八千代市 大和田新田186 365日 24時間 有 047-459-7802

5324 清掃センター 3号炉4階 八千代市 上高野1384-7
月～金及び第三土曜日 但し
祝日は利用不可

8:30～17:15 有 047-483-4521

5325 清掃センター 中央操作室 八千代市 上高野1384-7
月～金及び第三土曜日 但し
祝日は利用不可

8:30～17:16 有 047-483-4522

5326 村上公民館 事務室窓口 八千代市 村上1113-1 月～日(第3日と祝日除く) 8:30～17:15 有 047-485-5452
5327 八千代総合運動公園市民体育館 事務室 八千代市 萱田1220 火～日（年末年始は不可） 9:00～21:00 有 047-485-7200
5328 八千代市総合運動公園庭球場 管理人室 八千代市 萱田1262萱田1224 日～土（年末年始は不可） 9:00～17:00 有 047-485-7200

5329 (学法)有馬学園 ソレイユナーサリーゆりのき 職員室 八千代市 八千代市ゆりのき台3-11-1 月～土 7:00～19:00 有 047-407-3730

5330 認定こども園 高津幼稚園 園入口玄関の棚 八千代市 八千代市高津1516 月～土 7:00～19:00 有 047-485-1809
5331 コンサートホール勝田台 2階景品カウンター 八千代市 八千代市勝田台1-9-1 全日 10:00～23:00 無 047-405-5777
5332 (株)魚次 ゆりのき店 事務所 八千代市 八千代市ゆりのき台3-5-3 月･火･木･金･土・日 9:00～20:00 有 047-482-8811

5333 株式会社千葉銀行 八千代支店 営業室ロビー 八千代市
八千代市八千代台東1-1-
10(ユアエルム八千代台店1
階)

月～金 9:00～15:00 無 047-483-2211

5334 千葉銀行 八千代緑が丘支店 ロビー内 八千代市 八千代市緑が丘1-1-1 月～金 9:00～15:00 無 047-450-1311
5335 株式会社千葉興行銀行 米本支店 1階ロビー 八千代市 八千代市米本1359 月～金 9:00～17:00 無 047-488-2211

5336 株式会社千葉興業銀行 八千代支店 ロビー 八千代市 八千代市八千代台北1-11-1 営業日 9:00～15:00 有 047-484-2181

5337 株式会社千葉興業銀行 新八千代支店 店舗ロビー 八千代市 八千代市ゆりのき台4-1-15 月～金※祝日除く 9:00～15:00 無 047-486-5511

5338 株式会社みずほ銀行勝田台支店 ATMコーナー 八千代市 八千代市勝田台北3-1-1 ①月～金/②土/③日･祝
①6:00～26:00/②8:00～
22:00/③8:00～21:00

有 047-485-2531



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

5339 三井住友信託銀行株式会社八千代支店 営業室内 八千代市 八千代市八千代台南1-3-1
月～金(祝日・年末年始を除
く)

9:00～15:00 有 047-483-3133

5340 グループホームこいけホーム 職員室 八千代市 八千代市小池74-5 全日 24時間 無 047-429-8805

5341
医療法人社団 心和会 介護老人福祉施設 荒井記念
ホーム

2階サービスステーション前 八千代市 八千代市米本1523 全日 24時間 無 047-488-7333

5342 (株)マツモトキヨシ 八千代中央店 店入口付近 八千代市 八千代市ゆりのき台3-1-3 全日 9:00～24:00 有 047-482-0545
5343 Petitmadoca西八千代店 レジ棟 八千代市 八千代市大和田新田403-1 全日 10:00～21:15 有 047-458-2511
5344 医療法人社団 心癒会 しのだの森ホスピタル 救急処置室内 八千代市 島田台1212 全日 24時間 有 047-488-2218
5345 三浦耳鼻科 外来内 八千代市 八千代台北3-2-12 月･火･水･金･土 8:30～18:00 有 047-483-1191

5346 医療法人社団 新緑会 こうづ整形外科 本館 八千代市 八千代台西9-2-11 ①月･木/②火･水･金/③土

①9:00～12:00･14:30～
20:00/②9:00～12:00・
14:30～18:00/③9:00～
13:00

無 047-405-3021

5347 髙橋歯科 院内 八千代市 村上2091-10 月･火･水･金･土 9:00～13:00･14;30～18:00 有 047-486-9755

5348 タハラデンタルクリニック 医院内 八千代市 ゆりのき台5-1-4 1階 ①月･火･木･金／②土
①9:00～13:00･14:00～
19:00/②9:00～13:00･
14:00～18:00

有 047-481-6479

5349 セントラルフィットネスクラブ八千代台 事務所 八千代市 八千代市八千代台東1-1-10 ①月～金/②土/③日
①10:00～24:00/②10:00～
21:00/③10:00～20:00

有 047-487-4466

5350 さくら第二幼稚園 事務窓口 八千代市 八千代市高津808 園保育日 8:00～18:00 有 047-450-5075

5351 公園都市プラザ 防災センター内 八千代市 八千代市緑が丘1-1-1 全日
24時間(防災センター要員
不在時は不可。無断使用不
可)

有 047-458-7071

5352 株式会社千葉興業銀行／村上支店 ロビー壁 八千代市 八千代市村上1113-1-1-43 月～金 9:00～15:00 無 047-485-3431
5353 小規模多機能ホームアゼリアガーデン 玄関前カウンター上 八千代市 八千代市村上1248-6 全日 24時間 有 047-484-2116

5354 ミック健康の森米本 ホール 八千代市
八千代市米本1359 UR5-
28-104

月～金 8:30～17:30 有 047-411-6990

5355 あずみ苑勝田台 玄関 八千代市 八千代市下市場1-6-37 全日 8:30～18:00 無 047-487-1271

5356 リアンデイサービスやちよ デイ入口 八千代市 八千代市八千代台北5-3-17 全日 8:30～18:00 有 047-494-4225

5357 ミック健康の森八千代台西 出入口付近 八千代市 八千代市八千代台西1-4-6 月～金 8:30～17:30 無 047-411-7118

5358 ミック健康の森ゆりのき台 事業所フロア内 八千代市
八千代市ゆりのき台7-27-
11

月～金 8:30～17:30 有 047-489-5800

5359 ウエルシア薬局八千代大和田店 食品レジサッカー台横 八千代市 八千代市大和田新田344-1 全日 9:00～24:00 無 047-486-1623

5360 門屋歯科医院 診療室 八千代市
八千代台東1-14八千代プラ
ザ4F

月･火･水･金･土 9:30～18:00 有 047-482-0551

5361 桜田歯科医院 院長室 八千代市 萱田2238-8 川島ビル2F 月･火･水･金･土 9:30～13:00･14:30～18:00 無 047-485-7730
5362 踏青会 小池病院 病棟内 八千代市 小池374-1 全日 24時間 無 047-488-2171

5363 医療法人藤和会加藤眼科 外来処置室 八千代市 勝田台1-14-72 ①月～金/②土
①8:30～11:30･13:30～
17:00/②8:30～12:15

有 047-484-0406

5364 どいこどもクリニック 診察室 八千代市 八千代台西2-2-7 診療日 診療時間内 有 047-488-4886

5365 なないろこどもクリニック 外来診察室 八千代市 大和田新田458-10 ①月･火･木･金/②水/③土
①9:00～12:30･15:30～
19:30/②9:00～12:30/③
9:30～13:30

有 047-459-3311

5366 医療法人社団 裕心会 八千代西クリニック クリニック診療室 八千代市 大和田新田381-2 月～土
①月・火・木・金8:30～
12:00・15:00～18:00/②
水・土8:30～12:00

有 047-480-3800

5367 緑が丘小児科 処置室 八千代市
緑が丘2-2-10 秋葉緑が丘
ビル3F

①月･火･木･金/②土
①9:00～12:00･14:00～
18:00/②9:00～12:00

有 047-402-3640



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

5368 緑が丘図書館 1階管理人室の向かい側 八千代市 緑が丘3-1-7 月曜日～日曜日
9:00～21:00(公民館の休館
日・第3日曜日は17：00ま
で)

有 047-489-4946

5369 東葉高速鉄道(株) 八千代緑が丘駅 改札外コンコース自動販売機内 八千代市 緑が丘1-1104-3 毎日 4:30～25:00 無 047-458-0115
5370 東葉高速鉄道(株)  八千代中央駅 ラッチ外コンコース自販機内 八千代市 ゆりのき台1-38 毎日 始発～終電 有 047-486-1155
5371 東葉高速鉄道(株) 村上駅 2階改札階 八千代市 村上南1-8-1 毎日 4:30～25：00 無 047-482-1150
5372 東葉高速鉄道(株) 東葉勝田台駅 改札内コンコース自動販売機内 八千代市 勝田台北3-2-5 毎日 4:30～25：00 無 047-487-2010
5373 京成電鉄株式会社 八千代台駅 改札内コンコース 八千代市 八千代台北1-0 毎日 4:30～24:30 有 047-483-1552
5374 京成電鉄 大和田駅 改札口付近 八千代市 大和田308 毎日 4:30～24:30 有 047-482-2302
5375 京成電鉄 勝田台駅 改札口内 八千代市 勝田台1-8-1 毎日 4:20～24:30 有 047-485-1761

5376 スポーツクラブNAS勝田台 スタッフルーム内 八千代市
勝田台北1-1-1みかどビル
5F

①月/②火～金/③土･日･祝
①15:00～20:00/②10:00～
23:00/③10:00～21:00

有 047-487-3691

5377 すてっぷ２１勝田台 玄関 八千代市 勝田677 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 047-487-4820
5378 すてっぷ２１大和田 事務所 八千代市 萱田2277 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 047-486-7455
5379 萱田地区公園野球場・庭球場 管理人室 八千代市 ゆりのき台3-8-1 日～土（年末年始は不可） 9:00～17:00 有 047-485-7200
5380 村上第1公園庭球場 管理人室 八千代市 村上1055-5 日～土（年末年始は不可） 9:00～17:00 有 047-485-7200
5381 八千代市総合グラウンド 管理棟事務室 八千代市 村上2413 水～月（年末年始は不可） 9:00～21:00 有 047-484-4222
5382 アパホテル〈千葉八千代緑が丘〉 1Fフロント 八千代市 緑が丘1-2-30 毎日 24時間 有 047-458-8111
5383 天然温泉八千代ほっこり湯 フロント 八千代市 八千代台南1-8-1 毎日 7時～24時 無 047-484-1126
5384 コンサートホール勝田台2号店 １階店内カウンター 八千代市 八千代市勝田台1-7－2 毎日 10:00～23:00 無 047-480-6055

5385 トワーズ八千代店 景品カウンター 八千代市 八千代市大和田新田133－1 毎日 9:00～23:00 有 047-458-7055

5386 秀明大学 大学各施設 八千代市 八千代市大学町1-1 月～金 9:00～17:40 無 047-488-2111
5387 秀明大学 大学各施設 八千代市 八千代市大学町1-1 月～金 9:00～17:40 無 047-488-2111
5388 秀明大学 大学各施設 八千代市 八千代市大学町1-1 月～金 9:00～17:40 無 047-488-2111
5389 秀明大学 大学各施設 八千代市 八千代市大学町1-1 月～金 9:00～17:40 無 047-488-2111
5390 秀明大学 大学各施設 八千代市 八千代市大学町1-1 月～金 9:00～17:40 無 047-488-2111
5391 秀明大学 大学各施設 八千代市 八千代市大学町1-1 月～金 9:00～17:40 無 047-488-2111
5392 秀明大学 大学各施設 八千代市 八千代市大学町1-1 月～金 9:00～17:40 無 047-488-2111
5393 秀明大学 大学各施設 八千代市 八千代市大学町1-1 月～金 9:00～17:40 無 047-488-2111
5394 秀明大学 大学各施設 八千代市 八千代市大学町1-1 月～金 9:00～17:40 無 047-488-2111
5395 秀明大学 大学各施設 八千代市 八千代市大学町1-1 月～金 9:00～17:40 無 047-488-2111
5396 秀明大学 大学各施設 八千代市 八千代市大学町1-1 月～金 9:00～17:40 無 047-488-2111
5397 秀明大学 大学各施設 八千代市 八千代市大学町1-1 月～金 9:00～17:40 無 047-488-2111
5398 秀明大学 大学各施設 八千代市 八千代市大学町1-1 月～金 9:00～17:40 無 047-488-2111
5399 秀明大学 大学各施設 八千代市 八千代市大学町1-1 月～金 9:00～17:40 無 047-488-2111

5400 ユニオンゴルフクラブ 練習場受付 八千代市 八千代市大和田新田1155 ①平日/②土･日･祝
①9:00～24:00/②5:00～
24:00

有 047-450-2211

5401 カーブス八千代台東口 店内 八千代市
八千代市八千代台東1-14－
8

①月～金/②土
①9:00～19:00/②9:00～
13:00

有 047-482-7070

5402 カーブス八千代緑が丘 店内 八千代市 緑が丘1-1-1-1F ①月～金/②土
①10:00～19:00/②10:00～
13:00

無 047-458-7880

5403 ウェルネスクラブウェブ八千代 ①クラブフロント 八千代市 八千代市緑が丘2-1-2 ①月･火･水･金・土/②日･祝
①9:30～22:30/②9:30～
19:30

有 047-458-1000

5404 ウェルネスクラブウェブ八千代 ②キッズフロント 八千代市 八千代市緑が丘2-1-2 ①月･火･水･金・土/②日･祝
①9:30～22:30/②9:30～
19:30

有 047-458-1000

5405 ニッケテニスドーム八千代 フロント 八千代市 八千代市ゆりのき台3-9-3 ①月～金/②土/③日
①9:30～23:30/②8:00～
23:00/③8:00～17:00

有 047-405-0007

5406 八千代スポーツガーデンインドアテニススクール クラブハウス内 フロント 八千代市 八千代市大和田新田458-1 ①月～金/②土/③日
①9:00～23:30/②7:30～
23:30/③7:30～22:30

有 047-480-0071



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

5407 明優保育園 園児昇降口壁 八千代市
八千代市大和田新田59－
107

月～土 7時～19時 有 047-450-0914

5408 緑が丘はぐみの杜保育園 受付窓口付近 八千代市 八千代市吉橋1867-3 月～土 7:00～19:00 有 047-458-7005
5409 たんぽぽ幼稚園 たんぽぽ幼稚園 八千代市 八千代市上高野1151 月～金 8:00～17:00 有 047-483-0901
5410 明青幼稚園 職員室 八千代市 八千代市村上1672-29 月～金 7:30～18:00 有 047-482-0668

5411 認定こども園 八千代わかば幼稚園 1階事務室 八千代市 八千代市八千代台北7-9－4 月～土（祝日･年末年始除く) 7:00～19:00 有 047-482-4706

5412 市川学園八千代台幼稚園 幼稚園玄関入口 八千代市 八千代市八千代台西3-7－1 月～金 8:00～17:30 有 047-482-2266

5413 八千代富士幼稚園 事務室 八千代市 八千代市高津団地3-37 月～金 8:00～17:00 有 047-459-2952

5414 ちぐさ幼稚園 玄関ホール(事務室前) 八千代市 八千代市大和田242－1 ①月～金/②第1･3土
①8:00～17:30/②8:30～
15:00

有 047-483-5980

5415 若葉ナースリ・スクール幼稚園 事務所 八千代市 八千代市大和田新田76－38 月～土(12/29～1/3除く) 7：00～19：00 有 047-459-0377

5416 フルルガーデン八千代専門店モール 1階インフォメーションカウンター前 八千代市 八千代市村上南1-4－1 毎日 10:00～21:00 有 047-405-1120

5417 ユアエルム八千代台店 1階築地銀だこ側出入口 八千代市
八千代市八千代台東1-1－
10

毎日 10時～23時 無 047-484-1311

5418 ヤオコー八千代大和田店 サービスカウンター 八千代市
八千代市大和田新田354－
205

毎日 9:30～21:45 有 047-480-4011

5419 コープみらい八千代店 サービスカウンター 八千代市 八千代市大和田新田410－1 毎日 9:30～21:45 有 047-450-5411

5420 株式会社ベルク八千代緑が丘店 サービスカウンター 八千代市 八千代市大和田新田992－1 毎日 9時～24時 無 047-480-4100

5421 イオンモール八千代緑が丘 ①防災センター 八千代市 八千代市緑が丘2-1－3 毎日 24時間 有 047-458-5213
5422 イオンモール八千代緑が丘 ②4Fサービスカウンター 八千代市 八千代市緑が丘2-1－3 毎日 24時間 有 047-458-5213
5423 イオンモール八千代緑が丘 ③アゼリア広場 八千代市 八千代市緑が丘2-1－3 毎日 24時間 有 047-458-5213
5424 JA八千代市睦支店 事務所 八千代市 八千代市島田台738-13 月～金 8時30分～15時30分 無 047-450-2004
5425 八千代市農業協同組合 阿蘇支店 室内 八千代市 八千代市米本1955-2 月～金 8時30分～15時30分 無 047-488-2247
5426 ＪＡ八千代市グリーンハウスゆりのき店 店内 八千代市 八千代市大和田新田640-1 毎月第1水・年末年始以外 9:30～18:00 無 047-489-4147

5427 株式会社三井住友銀行八千代支店 ATMコーナー入口 八千代市
八千代市八千代台東1-1－
10

毎日
7時～24時（日7時～21
時）（祝 当該曜日の時間
に準ずる）

無 047-485-0531

5428 千葉信用金庫大和田支店 ロビー 八千代市 八千代市大和田287 月～金 9時～15時 有 047-484-1081
5429 東京東信用金庫八千代支店 支店ロビー 八千代市 八千代市大和田833 月～金(祝日除く） 9時～15時 無 047-484-2111
5430 はばたき職業センター 事務所 八千代市 八千代市米本2429-10 月～金 9時～17時 有 047-488-8813
5431 社会福祉法人 心聖会 作山更生園 2階 八千代市 八千代市小池392 毎日 24時間 無 047-488-8253
5432 小池更生園 職員室 八千代市 八千代市小池393 毎日 24時間 無 047-488-8222
5433 特別養護老人ホームほうゆうの里 正面玄関事務所前 八千代市 八千代市上高野157 月～土 24時間 有 047-409-5100

5434 高齢者複合ケア施設グリーンヒル八千代台 1F事務所前 八千代市 八千代市八千代台西7-2-69 毎日 24時間 有 047-480-2777

5435 介護老人保健施設 八千代ケアセンター 事務受付前 八千代市 八千代市島田55-1 毎日 9:00～18:00 有 047-488-8788
5436 元気サロン 機能訓練室 八千代市 八千代市平戸293 毎日 24時間 無 047－481－8412
5437 街のデイサービス憩いのいえ 静養室 八千代市 八千代台北16-16-10 月～金 8:00～17:00 有 047-487-3277

5438 ケアパートナー八千代台 玄関からフロア入口の壁 八千代市
八千代市八千代台南3－2－
30

毎日（12/30～1/3を除く） 8:00～17:00 無 047-405-3870

5439 コープみらい高津複合介護センター メイン玄関内エレベーター横 八千代市
八千代市大和田新田15-1-
18

月～土 8時30分～17時30分 有 047-480-4500

5440 ケアサポートやちよ 3F医務室 八千代市 八千代市大和田新田926-2 月～土 8:30～17:30 無 047-774-1765

5441
小規模多機能型居宅介護サテライト グリーンヒル勝
田台

サンコーポ管理事務所前 八千代市
八千代市勝田台1-7サン
コーポ勝田台Ｄ棟208号

毎日 24時間 有 047-485-1088



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

5442 メディカルデイ・元気庵 室内 八千代市
八千代市ゆりのき台4-1-12
Ｎ＆Ｓビル301号室

月～土 8時30分～17時30分 無 047-409-1653

5443 グレースコート八千代緑が丘 フロント前 八千代市 八千代市緑が丘1-3-2 毎日 24時間 有 047-450-1156

5444 敬老園ロイヤルヴィラ・ナーシングヴィラ八千代台 医療相談室 八千代市
八千代市八千代台北15-19-
27

有 047-486-5200

5445 特別養護老人ホーム 八千代城 1階事務所前 八千代市 八千代市保品2070－5 毎日 8時30分～17時30分 有 047-488-8349
5446 特別養護老人ホームグリーン・ヒル 1階中央 八千代市 八千代市上高野2058－5 毎日 24時間 無 047-484-6111
5447 特別養護老人ホーム愛生苑 正面玄関 八千代市 八千代市吉橋1059－17 毎日 24時間 有 047-459-8887

5448 ウエルシア薬局 八千代台店 調剤室入口付近 八千代市 八千代市八千代台西9-1-16 毎日
①9:00～24:00/②元旦9:00
～20:00

有 047-484-4676

5449 なの花薬局八千代中央店 調剤室 八千代市
八千代市ゆりのき台4－1－
8

①月･火･水･金/②木/③土
①9:00～19:00/②9:00～
18:00/③9:00～14:00

有 047-480-6094

5450 八千代中央薬局 調剤室側 八千代市 大和田新田字向山477-145 毎日 24時間 無 047-458-8951

5451 すきがら歯科医院 診療室 八千代市 八千代市勝田台北3－6－22 診療日 診療時間 有 047-486-1182

5452 米田歯科医院 診療室 八千代市 八千代市勝田台1-32-4 月･火･水･金･土
9:00～12:00・15:00～
17:00

無 047-485-7780

5453 勝田台歯科医院 受付 八千代市 八千代市勝田台1－3－7 月･火･水･金･土 8:30～18:30 有 047-485-4182
5454 おおかわ歯科クリニック クリニック内 八千代市 八千代市勝田台1－37－7 月･水･木･金・土･日 10:00～18:00 有 047-751-6480

5455 医療法人社団 尚歯会 ES歯科医院 診療室 八千代市 八千代市勝田台2－6 ①月･水･金/②火･土
①9:30～21:00/②9:30～
19:00

有 047-484-6553

5456 伊澤歯科医院 医院入口横 八千代市 八千代市勝田台3－26－1 診療日 診療時間内 無 047-482-9888

5457 庄司歯科クリニック 診療室内 八千代市 八千代市勝田台5－30－8 ①月･火･水･金/②土
①9:30～18:30/②9:30～
17:00

無 047-487-4487

5458 杉山歯科 診療室 八千代市 八千代市村上団地1-53 火～土 8:50～18:00 有 047-484-8640

5459 いなやま歯科 治療室 八千代市 八千代市村上南 2－6－27 ①月･火･木･金･土/②水
①9:30～12:00･15:00～
19:30/②9:30～13:00

無 047-405-0012

5460 医療法人社団志翠会みどりかわ歯科 受付 八千代市
村上南1-21-5キャッスルテ
ナント207

①月～金/②土(祝日除く)
①9:00～19:30/②9:00～
17:00

無 047-482-6164

5461 八千代歯科クリニック 診療室 八千代市
八千代台北5-3-17 八千
代？2F

月･火･水･金･土 10:00～17:00 無 047-486-0479

5462 森歯科クリニック 受付 八千代市
八千代市八千代台北12－1
－13

①月･火･木･金/②土
①9:30～20:00/②9:00～
18:00

無 047-483-3000

5463 江海歯科医院 医院内 八千代市
八千代市八千代台北12－4
－6

月･火･水･金･土 9:00～18:00 有 047-483-1735

5464 中澤歯科 診療室 八千代市
八千代市八千代台南1－13
－1

月～土 8:30～20:00 無 047-486-6161

5465 豊歯科 診療室 八千代市
八千代市八千代台南1－3－
1

月･火･水･金･土 9:00～18:30 有 047-482-0100

5466 医療法人社団 たかみね歯科医院 診療室内 八千代市 八千代市高津850－152 ①月･火･金･土/②日
①8:00～13:00・14:30～
18:00/②8:00～13:00

有 047-459-5948

5467 しまだ歯科医院 診療室 八千代市 ゆりのき台1-2-3-2F ①月･火･木･金/②土
①9；00～18：30/②9:00～
17:00

有 047-485-3362

5468 柴﨑歯科医院 院内 八千代市
ゆりのき台3-3-1 プレル
ディオ2F

月～土 責任者在院時 有 047-485-4682

5469 医療法人社団 弘祐会 水谷歯科診療所 受付(待合室) 八千代市
八千代市ゆりのき台5－21
－1

①月･火･水･金/②土
①9:30～19:00/②9:30～
17:00

有 047-486-8868

5470 大澤デンタルクリニック 診療室内 八千代市 八千代市大和田844 ①月･火･木･金/②土
①9:30～19:00/②9:30～
18:00

無 047-487-4018

5471 小松歯科医院 診療室内 八千代市 八千代市大和田920－2 月･火･木･金･土 8:00～19:00 有 047-483-4700



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

5472 はんだ歯科 院内 八千代市
大和田新田510-2 プログ
レス花通り１F

①火･水･木/②金/③土/④日
①10:00～21:00/②16:00～
21:00/③10:00～17:00/④
10:00～14:00

有 047-458-6488

5473 医療法人社団志由会マイ歯科医院 受付 八千代市 八千代市大和田新田758－1 ①月～金/②土
①9:00～20:00/②9:00～
18:00

無 047-459-3444

5474 ほりうち歯科 診療室 八千代市
緑が丘2-2-9 第2秋葉ビル
2F

①月･火･水･金/②土
①9:30～19:00/②9:30～
17:00

有 047-458-1248

5475 鷺歯科医院 診療室内 八千代市 八千代市緑が丘2－31－1 月･火･木･金・土 9:00～18;00 有 047-458-2010

5476 医)真清会 藤本歯科医院 受付横 八千代市 八千代市緑が丘4－8－2 ①月･火･金/②水･土

①9:00～19:00(昼休
憩;13:00～14:30)/②9:00～
17:00(昼休憩;13:00～
14:30)

有 047-450-8683

5477 医療法人社団碩成会 島田台病院 正面玄関入入口左側 八千代市 八千代市島田台887－7 ①月･火･金･土･日/②水
①8:45～17:30/②8:45～
13:00

無 047-488-7788

5478 八千代リハビリテーション病院 正面玄関脇 八千代市 八千代市米本1808 毎日 24時間 無 047-488-1555

5479 山口内科・循環器科クリニック 処置室 八千代市 八千代市勝田台北1－12－1 ①月、火、木、金②水、土
①月･火･木･金9:00～
18:30/②9:00～13:00

無 047-480-7500

5480 鬼倉循環器内科クリニック 院内処置室 八千代市 八千代市勝田台1－26－13 月～土 診療時間内 無 047-484-7070
5481 秋葉クリニック 内科診察室 八千代市 八千代市勝田台2－4－5 月･火･木･金･土 8:30～12:00 無 047-483-4010
5482 くすのき内科クリニック 診察室 八千代市 八千代市勝田台5－5－10 月･火･水･金･土 8:30～19:00 有 047-485-2325
5483 くろだ内科クリニック 待合室 八千代市 八千代市勝田台7－26－17 月～土 診療時間内 無 047-481-5596

5484 あきもと泌尿器科クリニック 診察室 八千代市
村上南1-5-25 カセイビル
2F

診療日 診療時間内 有 047-405-5223

5485
医療法人社団Ｐｉｅｃｅ－Ｎｅｔ クリニカｄｅこば
やし

処置室 八千代市 村上南1-5-28 2F ①月･火･水･金/②土
①9:00～12:30･16:00～
19:00/②9:00～12:00・
14:30～17:00

無 047-405-6503

5486 八千代村上整形外科 院内待合室 八千代市
村上南1-5-28 SYM THE
BUILDING4F

①月、火、水、金②土
①8:30～12:30/②8:30～
13:00

無 047-481-7477

5487 さくらがわクリニック クリニック内 八千代市 八千代市村上南5-5-18 月･火･木･金･土 9:00～18:30 無 047-405-7722

5488 メディカルプラザ加瀬外科・加瀬眼科 内視鏡室 八千代市
八千代市八千代台北1－7－
10

月～土
9:30～18:30・水は午前の
み

無 047-480-8111

5489 メディカルプラザ加瀬外科・加瀬眼科 病棟 八千代市
八千代市八千代台北1－7－
10

月～土
9:30～18:30・水は午前の
み

無 047-480-8111

5490 医療法人社団光敬会平野内科医院 診察室 八千代市
八千代市八千代台東4－14
－7

①月･火･木･金/②水･土
①9:00～17:00/②9:00～
13:00

有 047-483-9630

5491 山﨑内科 受付 八千代市 八千代台西1-6-1-2F
①月･火･木･金/②土(祝日除
く)

①9：00～12：00・15：00
～18：00/②9：00～12：
00

無 047-480-2722

5492 医療法人社団 純仁会 もと脳神経・内科クリニック 診察室 八千代市 八千代市八千代台西9-2-9 ①月･火･木･金/②土
①9:00～12:30･15:00～
18:30/②9:00～13:30

無 047-405-7005

5493 医療法人社団中嶋内科クリニック 診察室 八千代市 八千代市高津850－134 ①月・水･金/②火･土
①8:30～18:30/②8:30～
13:00

有 047-459-2264

5494 深沢内科医院 院内 八千代市 八千代市高津東2－11－2 ①月・火･木･金/②土
①9：00～12：30･15：00
～18：00/②9：00～12：
30

無 047-494-6126

5495 医療法人社団四つ葉会 ゆりのきクリニック 内視鏡室 八千代市 八千代市萱田2245
①月･水･木/②火･日（月2回)/
③金・土

①8:30～19:30/②8:30～
17:30/③8:30～14:00

無 047-750-7555

5496 大和田駅前クリニック クリニック内 八千代市 八千代市大和田1011-2 ①月・火・木・金/②土
①9:00～12:00･15:00～
18:00

無 047-481-5006

5497 寺島整形外科医院 リハビリテーション室 八千代市 八千代市大和田860－12 月～土 診療時間内 無 047-482-0075
5498 山本医院 院内 八千代市 八千代市大和田860－9 診療日 診療時間内 無 047-484-2953



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

5499 田中クリニック 院内 八千代市
八千代市大和田新田1053－
3

①月･火･木/②水･金/③土
①9:00～12:00･15:00～
19:00/②15:00～19:00/③
9:00～13:00

無 047-458-0076

5500 浜野胃腸科外科医院 処置室 八千代市
八千代市大和田新田1146－
10

診療日 診療時間内 無 047-450-8822

5501 おかざき外科クリニック 処置室 八千代市 八千代市大和田新田917－6
①月･火･水･金/②第1、3、5
土･日

①8:30～18:00/②8:30～
12:00

無 047-450-1331

5502 むらたレディースクリニック 待合室 八千代市 八千代市大和田新田99 月～土（祝日除く) 9:30～13:00/15:30～18:30 有 047-450-8314
5503 緑が丘メディカルクリニック 透析室 八千代市 八千代市吉橋2368－2 月･火･水･金･土 8:45～17:30 有 047-450-0026

5504 にしで内科クリニック 院内 八千代市 緑が丘1-1106-5-2F ①月･火･木･金/②土
①9:00～12:00･15:00～
19:00/②9:00～12:00

無 047-450-5505

5505 愛心クリニック 処置室 八千代市
緑が丘2-2-10 秋葉緑が丘
ビル302号室

①月･火･木･金/②水･土
①9:00～18:00/②9:00～
13:00

無 047-407-3650

5506 東京成徳大学 ①大学食堂 八千代市 保品２０１４
月～土(祝日･大学休業日は不
可)

8時～20時 有 047-488-7111

5507 東京成徳大学 ②体育館 八千代市 保品２０１４
月～土(祝日･大学休業日は不
可)

8時～20時 有 047-488-7111

5508 医療法人社団 晴山会 介護老人保健施設ばらの里 施設入所棟 八千代市 島田台字大東台764-2 月～土 9時～18時 無 047-480-0105
5509 医療法人社団惠仁会 セントマーガレット病院 1階フロア内(ロビー) 八千代市 八千代市上高野450 毎日 24時間 無 047-485-5111
5510 エンゼルガーデン幼稚園 玄関 八千代市 勝田台南１－４－３ 月～土 7:00～19:00 有 047-482-4613
5511 友愛みどり園 1F支援員室 八千代市 吉橋３０８８－２ 月～金 9:00～17:00 無 047-458-7477

5512 ＴＯＨＯシネマズ八千代緑が丘 劇場内売店 八千代市
八千代市緑が丘1-1-1 公
園都市プラザ2F

毎日 9:00～23:00 有 047-459-9413

5513 特別養護老人ホームひばりの郷 医務室 八千代市 八千代市大和田53 毎日 8:30～17:30 無 047-481-5566

5514 学校法人聖書学園 千葉英和高等学校 ①管理棟（職員室内） 八千代市 八千代市村上709－1
月～金(年末年始・祝日は除
く)

8:30～17:30（職員不在時
は利用不可)

無 047-484-5141

5515 学校法人聖書学園 千葉英和高等学校 ②体育館（体育教官室内） 八千代市 八千代市村上709－1
月～金(年末年始・祝日は除
く)

8:30～17:30（職員不在時
は利用不可)

無 047-484-5141

5516 学校法人聖書学園 千葉英和高等学校 ③多目的教室棟（顧問ホール） 八千代市 八千代市村上709－1
月～金(年末年始・祝日は除
く)

8:30～17:30（職員不在時
は利用不可)

無 047-484-5141

5517 株式会社イトーヨーカ堂八千代店 ①受付 八千代市 村上南１－３－１ 毎日 9:00～22:00 有 047-405-1511
5518 株式会社イトーヨーカ堂八千代店 ②救護室 八千代市 村上南１－３－１ 毎日 9:00～22:00 有 047-405-1511
5519 新八千代病院 ①総合受付前 八千代市 八千代市米本2167 毎日 24時間 無 047-488-3251
5520 新八千代病院 ②リハビリ室前 八千代市 八千代市米本2167 毎日 24時間 無 047-488-3251
5521 新八千代病院 ③病棟2階 八千代市 八千代市米本2167 毎日 24時間 無 047-488-3251

5522 医療法人社団前友会前田産婦人科 分娩手術室内 八千代市 八千代市八千代台東1-6-17 毎日 24時間 有 047-484-2344

5523 八千代松陰中学校・高等学校 ①中学保健室 八千代市 八千代市村上727 毎日 7:00～19:00 無 047-482-1234
5524 八千代松陰中学校・高等学校 ②高校保健室 八千代市 八千代市村上727 毎日 7:00～19:00 無 047-482-1234
5525 八千代松陰中学校・高等学校 ③高校1Fロビー 八千代市 八千代市村上727 毎日 7:00～19:00 無 047-482-1234
5526 八千代松陰中学校・高等学校 ④中学校2Fロビー 八千代市 八千代市村上727 毎日 7:00～19:00 無 047-482-1234
5527 八千代松陰中学校・高等学校 ⑤グランド部室B棟 八千代市 八千代市村上727 毎日 7:00～19:00 無 047-482-1234

5528 秀明八千代中学・高等学校 ①スポーツセンター 八千代市 八千代市桑橋803 毎日
6:00～23:00（正門守衛
室）※他の場所は鍵を閉め
る時間によって異なる

無 047-450-7001

5529 秀明八千代中学・高等学校 ②体育館 八千代市 八千代市桑橋803 毎日
6:00～23:00（正門守衛
室）※他の場所は鍵を閉め
る時間によって異なる

無 047-450-7001

5530 秀明八千代中学・高等学校 ③野球部監督室 八千代市 八千代市桑橋803 毎日
6:00～23:00（正門守衛
室）※他の場所は鍵を閉め
る時間によって異なる

無 047-450-7001



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

5531 秀明八千代中学・高等学校 ④守衛室 八千代市 八千代市桑橋803 毎日
6:00～23:00（正門守衛
室）※他の場所は鍵を閉め
る時間によって異なる

無 047-450-7001

5532 秀明八千代中学・高等学校 ⑤中学校職員室 八千代市 八千代市桑橋803 毎日
6:00～23:00（正門守衛
室）※他の場所は鍵を閉め
る時間によって異なる

無 047-450-7001

5533 秀明八千代中学・高等学校 ⑥第2校舎昇降口 八千代市 八千代市桑橋803 毎日
6:00～23:00（正門守衛
室）※他の場所は鍵を閉め
る時間によって異なる

無 047-450-7001

5534 秀明八千代中学・高等学校 ⑦学生寮事務室 八千代市 八千代市桑橋803 毎日
6:00～23:00（正門守衛
室）※他の場所は鍵を閉め
る時間によって異なる

無 047-450-7001

5535 秀明八千代中学・高等学校 ⑧女子野球部部室 八千代市 八千代市桑橋803 毎日
6:00～23:00（正門守衛
室）※他の場所は鍵を閉め
る時間によって異なる

無 047-450-7001

5536 千葉県福祉ふれあいプラザ ①２階ふれあいホール袖 我孫子市 本町３－１－２ 火?日 月曜日不可 8:30?21:30 無 04-7165-2883

5537 千葉県福祉ふれあいプラザ ②５階介護予防トレーニングセンター受付 我孫子市 本町３－１－２ 火?日 月曜日不可 8:30?21:30 無 04-7165-2885

5538 千葉県福祉ふれあいプラザ ③６階福祉ふれあいプラザ事務室 我孫子市 本町３－１－２ 火?日 月曜日不可 9:00?21:00 無 04-7165-2881
5539 手賀沼終末処理場 ①管理棟１F 我孫子市 相島新田85-5 毎日利用可能 0:00～24:00 無 04-7143-9144
5540 手賀沼終末処理場 ②脱水機棟１F 我孫子市 相島新田85-5 毎日利用可能 0:00～24:00 無 04-7143-9144
5541 手賀沼終末処理場 ③焼却棟１F 我孫子市 相島新田85-5 毎日利用可能 0:00～24:00 無 04-7143-9144
5542 我孫子高等学校 保健室前廊下 我孫子市 我孫子市新々田172 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 04-7189-4051
5543 我孫子高等学校 格技場１階玄関 我孫子市 我孫子市新々田172 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 04-7189-4051
5544 我孫子東高等学校 普通教室棟4階 我孫子市 我孫子市新々田172 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～17:00 無 04-7189-4051
5545 我孫子東高等学校 体育館１階体育準備室 我孫子市 我孫子市新々田172 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～17:00 無 04-7189-4051
5546 我孫子東高等学校 職員玄関 我孫子市 我孫子市新々田172 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～17:00 無 04-7189-4051

5547 我孫子特別支援学校 校長室前 我孫子市 我孫子市新木字大山下1685 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 04-7187-0831

5548 湖北特別支援学校 管理特別教室棟１階事務室前 我孫子市 我孫子市日秀70 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～17:00 有 04-7188-0596
5549 我孫子警察署 １階 我孫子市 柴崎９０４－１ 毎日利用可能 終日 有 04-7182-0110
5550 我孫子高等技術専門校 １階職員室 我孫子市 久寺家684－1 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 04‐7184‐6411

5551 我孫子市役所（本庁） １階行政資料室前 我孫子市 我孫子１８５８
土、日、祝日、年末年始閉庁
日以外

8:30～17:00 有 04-7185-1111

5552 我孫子市役所（本庁） 地下１階守衛室 我孫子市 我孫子１８５８
土、日、祝日、年末年始閉庁
日以外

8:30～17:00 有 04-7185-1111

5553 我孫子市役所（東別館） 1階入口 我孫子市 我孫子１８５８
土、日、祝日、年末年始閉庁
日以外

8:30～17:00 有 04-7185-1111

5554 我孫子市役所（西別館） 1階入口 我孫子市 我孫子１８６２－１
土、日、祝日、年末年始閉庁
日以外

8:30～17:00 有 04-7185-1111

5555 生涯学習センターアビスタ 1階インフォメーション前 我孫子市 若松２６－４ 休館日以外 8:30～17:00 有 04-7182-0515

5556 市民図書館布佐分館 １階カウンター 我孫子市 新々田109-1
（月曜日、月祝の翌日、年末
年始、特別整理期間）以外

開庁時間内 有 04-7189-1311

5557 我孫子市民プラザ 我孫子ショッピングプラザ3階事務室横 我孫子市 我孫子4-11-1 毎日（年中無休） 9:00～21:00 有 04-7183-2111

5558 市民図書館湖北台分館 2階 カウンター 我孫子市 湖北台9-3-6
（月曜日、月祝の翌日、年末
年始、特別整理期間）以外

開庁時間内 有 04-7187-3055

5559 我孫子市あらき園 １階事務室 我孫子市 新木1637

土日、国民の祝日に関する法
律に規定する日、１月２．
３、１２月２９日から３１日
以外

開庁時間内 有 04-7185-2459

5560 根戸保育園 1階事務室 我孫子市 根戸９６７－２ 日、祭日、年末年始以外 開庁時間内 有 04-7185-1642



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
5561 つくし野保育園 1階事務所、医薬品棚一番上 我孫子市 つくし野４－１７－２ 日、祭日、年末年始以外 開庁時間内 有 04-7184-8822
5562 聖華みどり保育園 １階医務室 我孫子市 寿１－１３－１１ 日、祭日、年末年始以外 開庁時間内 有 04-7185-1644
5563 緑保育園 １階正面玄関右側 我孫子市 緑１－６－２ 日、祭日、年末年始以外 開庁時間内 有 04-7182-1059

5564 天王台北近隣センター 1階事務室 我孫子市 柴崎台２－１５－８
毎月第1、3水曜日と年末年始
（12月29日～1月4日）以外

9:00～21:00（夜間に有料
室の利用がない場合は17時
まで)

有 04-7182-9988

5565 ふれあい工房 1階事務所受付 我孫子市 青山４５０ 月曜、年末年始以外 開庁時間内 有 04-7186-5500
5566 東あびこ聖華保育園 １階事務所 我孫子市 東我孫子１－５－２２ 日、祭日、年末年始以外 開庁時間内 有 04-7185-1664

5567 湖北台近隣センター 1階事務室 我孫子市 湖北台８－２－１
毎月第1、3水曜日と年末年始
（12月29日～1月4日）以外

9:00～21:00（夜間に有料
室の利用がない場合は17時
まで)

有 04-7187-1122

5568 湖北台保育園 1階事務室 我孫子市 湖北台３－１－１６ 日、祭日、年末年始以外 開庁時間内 有 04-7185-5397
5569 すくすく広場 ５階事務室 我孫子市 天王台1-24-4 日、年末年始以外 開庁時間内 有 04-7185-1936
5570 クリーンセンター 1階リサイクル推進担当事務所西側 我孫子市 中峠2264 土日祝年末年始以外 開庁時間内 有 04-7187-0015

5571 休日診療所 1階医科診療室 我孫子市 湖北台1-12-7
日曜、祝日、12/29～1/3の年
末年始のみ

開庁時間内 有 04-7187-7020

5572 我孫子市こども発達センター 1階正面玄関（入口内） 我孫子市 新木1637 開庁日 開庁時間内 有 04-7188-0472
5573 障害者福祉センター １階事務室入口 我孫子市 新木1637 土日、祝祭日、年末年始以外 開庁時間内 有 04-7185-1124
5574 根戸福祉センター ２階廊下 我孫子市 つくし野4-17-1 開庁日 開庁時間内 有 04-7181-3628

5575 我孫子市水道局 1階ロビー（エレベータ横） 我孫子市 我孫子1684
土、日、祝日、年末年始閉庁
日以外

8:30～17:00 有 04-7184-0111

5576 湖北地区公民館 １階調理室脇 我孫子市 中里81-3 休館日以外 8:30～21:00 有 04-7182-0511

5577 つつじ荘 １階受付 我孫子市 中峠2607
月曜日及び第１、３、５火曜
日以外

開庁時間内 無 04-7188-0123

5578 市民体育館 1階玄関 我孫子市 古戸696 毎月最終月曜以外 開庁時間内 有 04-7187-1155
5579 市民体育館 １階事務室 我孫子市 古戸696 毎月最終月曜以外 開庁時間内 有 04-7187-1155
5580 我孫子中学校 １階印刷室 我孫子市 高野山537 学校閉校日以外 開庁時間内 有 04-7182-5191
5581 我孫子中学校 １階体育館 我孫子市 高野山537 学校閉校日以外 開庁時間内 有 04-7182-5191
5582 湖北中学校 ２階職員室 我孫子市 古戸300 学校閉校日以外 開庁時間内 有 04-7188-2042
5583 布佐中学校 １階職員玄関 我孫子市 布佐1301 学校閉校日以外 開庁時間内 有 04-7189-2426

5584 保健センター 2階事務室 我孫子市 湖北台1-12-16
土日祝日、年末年始閉庁日以
外

開庁時間内 有 04-7185-1126

5585 我孫子南近隣センター けやきプラザ９階事務室 我孫子市 本町3-1-2
毎月第2、4水曜日と年末年始
（12月29日～1月4日）以外

9:00～21:00（夜間に有料
室の利用がない場合は17時
まで)

有 04-7181-1011

5586 新木近隣センター １階事務室 我孫子市 新木1500
毎月第1、3水曜日と年末年始
（12月29日～1月4日）以外

9:00～21:00（夜間に有料
室の利用がない場合は17時
まで)

有 04-7188-2010

5587 西消防署 １階エントランス 我孫子市 我孫子1847-6 毎日 0:00～24:00 有 04-7184-8673
5588 東消防署 １階玄関 我孫子市 布佐1114-3 毎日 0:00～24:00 有 04-7189-2110

5589 西部福祉センター １階玄関 我孫子市 根戸917-1
月曜日及び第１、３、５火曜
日以外

開庁時間内 有 04-7185-5818

5590 鳥の博物館 １階エントランスホール 我孫子市 高野山234-3
休館日以外（月曜休館、月曜
が祝日の場合翌平日が休館）

開庁時間内 有 04-7185-2212

5591 根戸小学校 １階職員用玄関 我孫子市 つくし野4-17-1 学校閉校日以外 開庁時間内 有 04-7184-3988
5592 第一小学校 １階職員室前廊下 我孫子市 寿1-22-10 学校閉校日以外 開庁時間内 有 04-7184-0415
5593 第三小学校 １階職員室 我孫子市 柴崎台3-3-1 学校閉校日以外 開庁時間内 有 04-7184-1171
5594 第四小学校 １階昇降口 我孫子市 白山3-2-1 学校閉校日以外 開庁時間内 有 04-7182-6155
5595 湖北小学校 １階保健室 我孫子市 中里95 学校閉校日以外 開庁時間内 有 04-7188-1002
5596 湖北台西小学校 １階職員室 我孫子市 湖北台8-17-1 学校閉校日以外 開庁時間内 有 04-7188-1123
5597 新木小学校 １階事務室 我孫子市 新木1460 学校閉校日以外 開庁時間内 有 04-7187-1051



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
5598 布佐南小学校 １階事務室 我孫子市 布佐平和台5-1-1 学校閉校日以外 開庁時間内 有 04-7189-2132
5599 湖北台中学校 １階職員玄関 我孫子市 湖北台6-9-1 学校閉校日以外 開庁時間内 有 04-7188-2120
5600 久寺家中学校 ２階職員玄関 我孫子市 つくし野171 学校閉校日以外 開庁時間内 有 04-7184-3987
5601 白山中学校 １階職員玄関 我孫子市 白山3-7-3 学校閉校日以外 開庁時間内 有 04-7184-1893

5602 我孫子北近隣センター（並木本館） １階事務室 我孫子市 並木5-4-6
毎月第1、3水曜日と年末年始
（12月29日～1月4日）以外

9:00～21:00（夜間に有料
室の利用がない場合は17時
まで)

有 04-7157-4517

5603 我孫子北近隣センター（つくし野分館）
我孫子ビレジショッピングプラザ２階事務
室

我孫子市 つくし野3-22-1
毎月第1、3水曜日と年末年始
（12月29日～1月4日）以外

9:00～21:00（夜間に有料
室の利用がない場合は17時
まで)

有 04-7157-4085

5604 根戸近隣センター １階事務室 我孫子市 根戸573-5
毎月第1、3水曜日と年末年始
（12月29日～1月4日）以外

9:00～21:00（夜間に有料
室の利用がない場合は17時
まで)

有 04-7183-5363

5605 久寺家近隣センター １階フリースペース 我孫子市 久寺家686-5
毎月第1、3水曜日と年末年始
（12月29日～1月4日）以外

9:00～21:00（夜間に有料
室の利用がない場合は17時
まで)

有 04-7179-1166

5606 並木小学校 １階職員室 我孫子市 つくし野7-30-1 学校閉校日以外 開庁時間内 有 04-7184-3151
5607 第二小学校 １階保健室前 我孫子市 下ヶ戸610 学校閉校日以外 開庁時間内 有 04-7184-1722
5608 高野山小学校 １階保健室 我孫子市 高野山198 学校閉校日以外 開庁時間内 有 04-7183-3238

5609 近隣センターこもれび １階多目的ホール 我孫子市 東我孫子1-41-33
毎月第2、4火曜日と年末年始
（12月29日～1月4日）以外

9:00～21:00（夜間に有料
室の利用がない場合は17時
まで)

有 04-7165-2011

5610 湖北台東小学校 １階事務室入口 我孫子市 湖北台4-3-1 学校閉校日以外 開庁時間内 有 04-7187-2951
5611 布佐小学校 １階事務室 我孫子市 布佐1217 学校閉校日以外 開庁時間内 有 04-7189-2545

5612 近隣センターふさの風 １階事務室 我孫子市 布佐2972-1
毎月第2、4水曜日と年末年始
（12月29日～1月4日）以外

9:00～21:00（夜間に有料
室の利用がない場合は17時
まで)

有 04-7181-6211

5613 布佐南近隣センター １階事務室 我孫子市 布佐平和台4-1-30
毎月第1、3水曜日と年末年始
（12月29日～1月4日）以外

9:00～21:00（夜間に有料
室の利用がない場合は17時
まで)

有 04-7189-3740

5614 杉村楚人冠記念館 1階玄関 我孫子市 緑2-5-5 月曜日以外 開庁時間内 有 04-7182-8578

5615 我孫子市役所 議会棟 １階入口 我孫子市 我孫子１８５８
土、日、祝日、年末年始閉庁
日以外

8:30～17:00 有 04-7185-1111

5616 天王台行政サービスセンター １階フロア―内 我孫子市 柴崎台1丁目10番15号
土、日、祝日、年末年始閉庁
日以外

8:30～17:00 有 04-7185-1589

5617 湖北行政サービスセンター １階出入口 我孫子市 古戸171番地の2
土、日、祝日、年末年始閉庁
日以外

8:30～17:00 有 04-7185-4983

5618 新木行政サービスセンター １階廊下 我孫子市 南新木1丁目1番地の1
土、日、祝日、年末年始閉庁
日以外

8:30～17:00 有 04-7185-2224

5619 布佐行政サービスセンター １階事務室 我孫子市 布佐2730番地の1
土、日、祝日、年末年始閉庁
日以外

8:30～17:00 有 04-7185-4984

5620 四小学童保育室第一 １階玄関口 我孫子市 白山3-2-1
日、祝日、年末年始、学童閉
室日以外

学童開室時間内 有 04-7185-0715

5621 二小学童保育室 １階玄関口 我孫子市 下ヶ戸610
日、祝日、年末年始、学童閉
室日以外

学童開室時間内 有 04-7182-8030

5622 三小学童保育室 １階玄関口 我孫子市 柴崎台3-7-31
日、祝日、年末年始、学童閉
室日以外

学童開室時間内 有 04-7184-9831

5623 高野山小学童保育室第一 １階玄関口 我孫子市 高野山198
日、祝日、年末年始、学童閉
室日以外

学童開室時間内 有 04-7184-5779

5624 新木小学童保育室 １階玄関口 我孫子市 新木1460
日、祝日、年末年始、学童閉
室日以外

学童開室時間内 有 04-7188-7544
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5625 あびこ農産物直売所（あびこん） 1階バックヤード 我孫子市 我孫子新田22-4 １２月３１から１月４日以外 ９時３０分から１７時まで 有 04-7108-3171

5626 柏鳳保育園 １階事務所 我孫子市 中峠台30-9 日、祭日、年末年始以外
7：00～19：00（土曜日は
17：00まで）

有 04-7188-3338

5627 天王台双葉保育園 １階ロビー 我孫子市 柴崎182-16 日、祭日、年末年始以外
7：00～19：00（土曜日は
17：00まで）

有 04-7185-0555

5628 川村学園女子大学附属保育園 １階事務室 我孫子市 下ヶ戸997-2 日、祭日、年末年始以外
7：00～19：00（土曜日は
17：00まで）

有 04-7183-5995

5629 ぽけっとランドあびこ保育園 １階事務所 我孫子市 我孫子1-19-13 日、祭日、年末年始以外
7：00～20：00（土曜日は
17：00まで）

有 04-7184-5700

5630 あびこ若松保育園 1階事務所 我孫子市 若松170-1 日、祭日、年末年始以外 7：00～19：00 有 04-7136-1845

5631 認可保育所ぴくしーらんど 1階事務室入口 我孫子市 天王台1-12-21 日、祭日、年末年始以外
7：00～19：00（土曜日は
17：00まで）

有 04-7126-0013

5632 安房健康福祉センター 鴨川地域保健センター １階事務室 鴨川市 横渚１４５７－１ 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 04-7092ー4511
5633 内浦山県民の森 総合センター フロント前 鴨川市 内浦3228 年中無休 8:30～16:30 有 04-7095-2821
5634 長狭高等学校 管理棟１階事務室前（玄関） 鴨川市 鴨川市横渚100 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～21:40 無 04-7092-1225
5635 長狭高等学校 小体育館体育教官室出入口外壁面 鴨川市 鴨川市横渚100 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～18:00 無 04-7092-1225
5636 安房特別支援学校（鴨川分教室） 保健室前 鴨川市 鴨川市横渚500 月～金 土日祝日は利用不可 8:10～16:40 有 0470-93-6960
5637 鴨川警察署 １階 鴨川市 横渚１４６５ 毎日利用可能 終日 有 04-7092-0110

5638 鴨川青年の家 管理研修棟２階ホール 鴨川市 太海122-1
月曜（祝日の場合は翌日）以
外

8:15～17:00 有 04-7093-1666

5639 旧江見小学校 体育館 鴨川市 東江見308 体育館利用者がいる時 体育館利用者がいる時 有 04-7094-0512
5640 旧太海小学校 体育館 鴨川市 天面442 体育館利用者がいる時 体育館利用者がいる時 有 04-7094-0512
5641 旧曽呂小学校 体育館 鴨川市 仲町６０５－１ 体育館利用者がいる時 体育館利用者がいる時 有 04-7094-0512

5642 長狭学園（中学校） 体育館 鴨川市 宮山１７６
平日、他は体育館利用者がい
る時

平日は開校時間及び夜間体
育館利用者がいる時

有 04-7097-0176

5643 長狭学園（小学校） 小学校（プール期間はプールにある。） 鴨川市 宮山１７６ 平日 開校時間 有 04-7097-0176

5644 江見公民館（鴨川市役所江見出張所） 1階玄関付近 鴨川市 東江見376-5 毎日
8:30～17：15、19：00～
21：00利用者がいる時間

有 04-7096-1111

5645 鴨川市福祉センター 1階玄関付近 鴨川市 八色８６６ 火以外 営業時間 8:30～18:00 有 04-7093-7500

5646 子育て総合支援センター 玄関ホール 鴨川市 八色７７６ 水、土以外
月火木日の営業時間9:30～
16:30

有 04-7039-5001

5647 中央公民館 1階玄関付近 鴨川市 前原60 月以外 9:00～17:00 有 04-7093-1141
5648 東条公民館 1階玄関付近 鴨川市 広場1588-1 月以外 9:00～16:00 有 04-7092-3123

5649 市立図書館 受付カウンター 鴨川市 横渚1428 月以外
9:00～17:00(火曜日は19：
00まで）

有 04-7092-0312

5650 東条保育園 玄関 鴨川市 広場１３０４－２ 月～土
開園時間 7:30～19:00
土07:30～13:00

有 04-7092-2582

5651 鴨川市立長狭こども園（保育園・幼稚園） 体育館 鴨川市 松尾寺４１７
平日と土曜日、他は体育館利
用者がいる時間

平日は開園時間、土曜日は
午前中、他は体育館利用者
がいる時

有 04-7097-0677

5652 コミュニティーセンター小湊 １階 鴨川市 内浦563 毎日 8:30～17:15 有 04-7095-2803
5653 天津小湊保健福祉センター １階（玄関） 鴨川市 天津163-1 月～金 8:30～17:15 有 04-7094-2771
5654 四方木ふれあい館 １階（玄関） 鴨川市 四方木367-2 不定期 行事等で使用している間 無 なし
5655 板橋区立天津わかしお学校 １階（玄関） 鴨川市 天津1990 毎日 24時間 有 04-7094-0371

5656 吉尾公民館（吉尾公民館吉尾出張所） 1Ｆ施設内 鴨川市 松尾寺454-2 毎日
8:30～17:15 19:00～
21:00(利用がある場合)

無 04-0797-1111

5657 総合運動施設 文化体育館 アリーナ入口 鴨川市 太尾866-1 休館日（12/29～1/3）を除く 営業時間 無 04-7093-5111
5658 総合運動施設 文化体育館 １Ｆ事務所 鴨川市 太尾866-1 休館日（12/29～1/3）を除く 営業時間 有 04-7093-5111
5659 総合運動施設 野球場 事務所 鴨川市 太尾866-1 休館日（12/29～1/3）を除く 営業時間 有 04-7093-5111
5660 総合運動施設 陸上競技場 医務室 鴨川市 太尾866-1 休館日（12/29～1/3）を除く 営業時間 無 04-7093-5111
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5661 江見老人憩いの家 玄関ロビー 鴨川市 宮４７８－１ 月以外 営業時間 08:00～16:00 有 04-7092-9153
5662 旧主基小学校 体育館 鴨川市 成川35 体育館利用団体時のみ 体育館利用団体時のみ 有 04-7093-7830
5663 鴨川消防署 救急車 鴨川市 横渚１４５０ 毎日利用可能 ２４時間 有 04-7093-2131
5664 鴨川消防署 消防車 鴨川市 横渚１４５０ 毎日利用可能 ２４時間 無 04-7093-2131
5665 鴨川消防署 長狭分遣所 消防車内 鴨川市 金束１－１ 毎日利用可能 ２４時間 無 04-7098-0256
5666 鴨川消防署 天津小湊分遣所 消防車内 鴨川市 内浦５２－３ 毎日利用可能 ２４時間 無 04-7095-3610

5667 鴨川市企画政策課 鴨川市コミュニティーバス北ルート 鴨川市 横渚1450 毎日
バスに積載北06:50～18:30
南07:10～17:30

有 04-7093-7828

5668 鴨川市企画政策課 鴨川市コミュニティーバス南ルート 鴨川市 横渚1450 毎日
バスに積載北06:50～18:30
南07:10～17:30

有 04-7093-7828

5669 鴨川市役所 本庁舎１階ロビー 鴨川市 横渚1450 毎日 営業時間 08:30～17:15 有 04-7093-1111

5670 鴨川市役所 天津支所 １階（玄関） 鴨川市 天津1104 月～金
8:30～17:15 火曜日は19:00
まで

無 04-7094-0511

5671 鴨川小学校 体育館 鴨川市 横渚500
平日、他は体育館利用者がい
る時

平日は開校時間及び夜間体
育館利用者がいる時、他は
体育館利用者がいる時

有 04-7092-0064

5672 東条小学校 体育館 鴨川市 西町364
平日、他は体育館利用者がい
る時

平日は開校時間及び夜間体
育館利用者がいる時、他は
体育館利用者がいる時

有 04-7092-0624

5673 西条小学校 体育館 鴨川市 打墨220
平日、他は体育館利用者がい
る時

平日は開校時間及び夜間体
育館利用者がいる時、他は
体育館利用者がいる時

有 04-7092-0243

5674 田原小学校 体育館 鴨川市 坂東285
平日、他は体育館利用者がい
る時

平日は開校時間及び夜間体
育館利用者がいる時、他は
体育館利用者がいる時

有 04-7092-0675

5675 江見小学校 体育館 鴨川市 宮1451－1
平日、他は体育館利用者がい
る時

平日は開校時間及び夜間体
育館利用者がいる時、他は
体育館利用者がいる時

有 04-7092-9120

5676 天津小学校 体育館 鴨川市 天津1166
平日、他は体育館利用者がい
る時

平日は開校時間及び夜間体
育館利用者がいる時、他は
体育館利用者がいる時

有 04-7094-0104

5677 小湊小学校 体育館 鴨川市 小湊1923
平日、他は体育館利用者がい
る時

平日は開校時間及び夜間体
育館利用者がいる時、他は
体育館利用者がいる時

有 04-7095-2016

5678 鴨川中学校 体育館 鴨川市 広場2201
平日、他は体育館利用者がい
る時

平日は開校時間及び夜間体
育館利用者がいる時、他は
体育館利用者がいる時

有 04-7092-1228

5679 安房東中学校 １階 鴨川市 天津1033
平日、他は体育館利用者がい
る時

平日は開校時間及び夜間体
育館利用者がいる時、他は
体育館利用者がいる時

有 04-7094-0635

5680 鴨川市大山公民館 体育館 鴨川市 金束2 利用者がいる時だけ利用可能
利用者がいる時だけ利用可
能

有 04-7098-0002



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
5681 鴨川市民会館 １階玄関自動販売機内 鴨川市 横渚808－33 月以外 営業時間 08:30～17:00 有 04-7093-1131

5682 鴨川市総合保健福祉会館（ふれあいセンター） １Ｆロビー 鴨川市 八色887-1 平日
8:30～17:15 火曜日は
19:00まで

有 04-7093-7111

5683 鴨川市総合保健福祉会館（ふれあいセンター） 健診室 鴨川市 八色887-1 平日
8:30～17:15 火曜日は
19:00まで

有 04-7093-7111

5684 長狭学園（小・中学校） 小学校（プール期間はプール） 鴨川市 宮山１７６
月～金（土日祝日は利用不
可）

8:00～18:00 有 04-7097-0176

5685 千葉大学 海洋バイオシステム研究センター １Ｆ玄関 鴨川市 内浦１ 毎日 8:00～17:00 無 04-7095-2201
5686 パチンコ マッスル 1階カウンター 鴨川市 滑谷65-2 毎日 営業時間 10:00～22:45 無 04-7093-1198
5687 京葉銀行鴨川支店 1階ロビー 鴨川市 横渚707-6 月～金 8:15～18:00 有 04-7093-3111
5688 とうじま歯科 受付 鴨川市 前原１３ 月～土（木曜午後を除く） 9:00～19:00 有 04-7093-4618
5689 鴨川館 1階フロント 鴨川市 西町１１７９ 毎日 24時間 有 04-7093-4111
5690 東条病院 1階受付 鴨川市 広場１６１５ 毎日 24時間 無 04-7092-1207

5691 鴨川ひかり学園 職員室 鴨川市 代１２９７ 月～金
開園時間内 08：00～
18：30

無 04-7099-3311

5692 ベイシア鴨川店 サービスカウンター付近 鴨川市 貝渚300 毎日（1/1を除く） 9:00～20:00 有 04-7099-0888
5693 鴨川シーワールドホテル 1階フロント 鴨川市 東町１４６４－１８ 毎日 24時間 有 04-7093-4800

5694 鴨川シーワールド 園内案内所 鴨川市 東町１４１６－１９ 毎日
営業時間 09：00～17：
00

有 04-7093-4803

5695 鴨川カントリークラブホテル クラブハウスフロント 鴨川市 和泉2607 毎日 24時間 有 04-7093-4567
5696 鴨川ホテル三日月 １階（フロント） スパ棟 鴨川市 内浦２７８１ 毎日 24時間 無 04-7095-3111
5697 千の風清澄 １階（玄関） 鴨川市 天津3466 毎日 24時間 無 04-7099-5611
5698 道の港まるたけ 事務所 鴨川市 浜荻１００８－１ 毎日 8:00～17:00 有 04-7094-1030
5699 鴨川オーシャンパーク １階事務室 鴨川市 江見太夫崎２２ 毎日 9:00～18:00 無 04-7096-1911
5700 鴨川自動車教習所 １階玄関 鴨川市 広場８５４ 月～土 8:30～17:50 無 04-7092-0894
5701 亀田病院 K棟玄関ホール 鴨川市 東町929 毎日 24時間 有 04-7092-2211
5702 亀田病院 Ｋ棟13階レストラン 鴨川市 東町929 毎日 24時間 有 04-7092-2211
5703 亀田病院 Ａ棟１階ローソン前 鴨川市 東町929 毎日 24時間 無 04-7092-2211

5704 亀田医療大学 本館1階事務室 鴨川市 横渚４６２ 毎日
開校時間内、夜間警備員勤
務時

有 04-7099-1211

5705 亀田医療大学 ３階エレベーター付近 鴨川市 横渚４６２ 毎日
開校時間内、夜間警備員勤
務時

有 04-7099-1211

5706 亀田医療大学 体育館 鴨川市 横渚４６２ 毎日
開校時間内、夜間警備員勤
務時

有 04-7099-1211

5707 亀田医療大学 学生会館１階玄関 鴨川市 横渚４６２ 毎日
開校時間内、夜間警備員勤
務時

有 04-7099-1211

5708 亀田医療大学 ４階廊下 鴨川市 横渚４６２ 毎日
開校時間内、夜間警備員勤
務時

有 04-7099-1211

5709 キッコーマンバイオケミファ（株）鴨川プラント 1階工場入口 鴨川市 貝渚1600 毎日 24時間 有 04-7093-4321
5710 キッコーマンバイオケミファ（株）鴨川プラント １階更衣室脇 鴨川市 貝渚1600 毎日 24時間 有 04-7093-4321
5711 社会福祉法人薄光会鴨川ひかり学園 職員室 鴨川市 代1297 月～金 8:00～18:30 無 04-7099-3311
5712 かんぽの宿 1階ロビー 鴨川市 西町1137 毎日 24時間 有 04-7092-1231
5713 鴨川シ―ワールド水族館 園内案内所 鴨川市 東町1464-19 毎日 9:00～17:00 有 04-7093-4803
5714 カインズホーム鴨川店 １階入口エレベーター付近 鴨川市 八色266 毎日 9:00～19:30 有 04-7099-2111
5715 鴨川市総合福祉会館ふれあいセンター ロビー・健診室 鴨川市 八色887-1 月～金 8:30～17:45 有 04-7093-7111
5716 パチンコヒルトン鴨川店 1階カウンター 鴨川市 横渚1667 毎日 9:00～23:00 無 04-7093-1778
5717 東亜警備保障株式会社 車両 鴨川市 前原41-2 毎日 24時間 無 04-7093-0711
5718 温泉ディサービス ゆらり ホール 鴨川市 太田学916 月、水、木、土、日 8:00～17:00 有 04-7093-2641
5719 株式会社 サテライト鴨川 １階施設内 鴨川市 上小原４８２－１ 開館日（不定休） 10:00～17:00 無 04-7099-8111

5720 東京大学千葉演習林清澄作業所学生宿舎 １階（ロビー） 鴨川市 清澄135 月～金
8:30～17:00（土日祝日は
客がいれば24時間）

有 04-7094-0585


