
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
5721 黒潮荘 １階受付 鴨川市 貝渚2565 毎日 24時間 有 04-7092-2205
5722 城西国際大学 １階エントランス  学生食堂 鴨川市 太海1717 月～土 9:00～19:00 無 04-7098-2800
5723 介護老人保健施設 たいよう 2階ナースステーション 鴨川市 西町1011－1 毎日 24時間 無 04-7093-7711

5724
社会福祉法人太陽会 特別養護老人ホーム  めぐみの
里

２階医務室 鴨川市 大幡１２２２－１ 毎日 24時間 無 04-7098-1000

5725
社会福祉法人太陽会 身体障害者療護施設 しあわせの
里

１階医務室 鴨川市 大幡１２４３－２ 毎日 24時間 無 04-7098-1110

5726 ケアハウス まんぼう １階事務室 鴨川市 東町607－1 毎日 24時間 無 04-7099-1331
5727 パチンコ鴨川フラワー １階カウンター 鴨川市 坂東365－2 毎日 10:00～22:45 無 04-7093-5011
5728 ローラズハウス 1階カウンター 鴨川市 八色550 毎日 10:00～22:45 無 04-7099-0141
5729 パチンコヒルトン 鴨川店 １Ｆカウンター 鴨川市 横渚1667 毎日 営業時間内 無 04-7093-1778
5730 鴨川グランドホテル 1階フロント 鴨川市 広場820 毎日 24時間 無 04-7092-2111

5731 ＫＣＣスポーツクラブ 1階フロント 鴨川市 横渚1703－1 火～日
7:30～22:00（日曜日は
10:00～19:00）

有 04-7093-5530

5732 満ちてくる心の宿吉夢 １階（ロビー） 鴨川市 小湊182-2 毎日 24時間 有 04-7095-2111
5733 かんぽの宿 鴨川 １Ｆロビー 鴨川市 西町1137 毎日 24時間 有 04-7092-1231
5734 カインズホーム 鴨川店 １Ｆ入口エレベーター付近 鴨川市 八色266 毎日 営業時間内 有 04-7099-2111
5735 キッコーマンバイオケミファ（株） 鴨川プラント １Ｆ工場入口 鴨川市 貝渚1600 毎日 営業時間内 有 04-7093-4321
5736 キッコーマンバイオケミファ（株） 鴨川プラント 更衣室脇 鴨川市 貝渚1600 毎日 営業時間内 有 04-7093-4321
5737 認定こども園ＯＵＲＳ １階保健室 鴨川市 広場1726-1 毎日 24時間 有 04-7099-0800
5738 認定こども園ＯＵＲＳ ２階職員室 鴨川市 広場1726-1 毎日 25時間 有 04-7099-0801
5739 鎌ヶ谷高等学校 格技場入口 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市東道野辺1-4-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:25～16:55 無 047-444-2171
5740 鎌ヶ谷高等学校 管理棟１階職員玄関 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市東道野辺1-4-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:25～16:55 無 047-444-2171
5741 鎌ヶ谷西高等学校 普通教室棟１階事務室前 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市初富284-7 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 047-446-0051
5742 鎌ヶ谷警察署 １階 鎌ケ谷市 新鎌ヶ谷４－８－３５ 毎日利用可能 終日 有 047-444-0110

5743 郷土資料館 事務室 鎌ケ谷市 中央1-8-31

火～日（休館日を除く） 休
館日…月曜（月曜が祝日の場
合はその翌日も休館日）、祝
日

8:30～17:15 無 047-445-1030

5744 鎌ケ谷市弓道場 弓道場事務所 鎌ケ谷市 中沢843-1
毎日（年末年始、臨時休館日
除く）

9:00～17:00（夜間利用が
ある場合は19:00まで）

有 047-445-1141

5745 きらり鎌ケ谷市民会館 きらりホール前 鎌ケ谷市 富岡１－１－３ 毎日 8:30～22:00 有 047-441-3377
5746 きらり鎌ケ谷市民会館 事務室 鎌ケ谷市 富岡１－１－３ 毎日 8:30～22:00 有 047-441-3377
5747 福祉作業所友和園 正面玄関内 鎌ケ谷市 中央2-21-30 月～金（祝日を除く） 9:00～16:00 無 047-445-7777
5748 学校給食センター 玄関近くの廊下（事務室前） 鎌ケ谷市 軽井沢2049-4 月～金（祝日を除く） 8:00～16:45 無 047-445-5640

5749 福太郎アリーナ 事務所前 鎌ケ谷市 初富860-3
毎日（年末年始、臨時休館日
除く）

9:00～21:00 有 047-444-8585

5750 鎌ケ谷市役所 １階ロビー 鎌ケ谷市 新鎌ケ谷2-6-1 毎日 8:30～17:15 有 047-445-1141
5751 鎌ケ谷市役所 １階渡廊下出入口 鎌ケ谷市 新鎌ケ谷2-6-1 毎日 8:30～17:15 有 047-445-1141
5752 総合福祉保健センター １階予防接種室前 鎌ケ谷市 新鎌ケ谷2-6-1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 047-445-1141
5753 総合福祉保健センター 社会福祉課内 鎌ケ谷市 新鎌ケ谷2-6-1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 047-445-1141
5754 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 職員玄関 鎌ケ谷市 富岡1-2-1 開校日 8:05～16:35 有 047-444-0456
5755 鎌ケ谷市立第二中学校 職員玄関 鎌ケ谷市 東道野辺4-19-26 開校日 8:05～16:35 有 047-444-6751
5756 鎌ケ谷市立第三中学校 職員玄関 鎌ケ谷市 粟野450 開校日 8:05～16:35 有 047-443-3473
5757 鎌ケ谷市立第四中学校 正面玄関 鎌ケ谷市 中沢1024-1 開校日 8:05～16:35 有 047-444-2185
5758 鎌ケ谷市立第五中学校 職員玄関 鎌ケ谷市 初富806-262 開校日 8:05～16:35 有 047-443-3410

5759 生涯学習推進センター １階学習広場(事務室前) 鎌ケ谷市 富岡2-6-1
毎日（年末年始、臨時休館日
を除く）

9:00～21:00 有 047-446-1111

5760 鎌ケ谷市東部学習センター １階ロビー 鎌ケ谷市 東道野辺4-9-50
毎日（年末年始、臨時休館日
を除く）

9:00～22:00 有 047-441-0211



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

5761 粟野コミュニティーセンター 事務室横 鎌ケ谷市 粟野79-1
毎日（年末年始、臨時休館日
を除く）

9:00～17:00 有 047-441-7066

5762 北部公民館 事務室横 鎌ケ谷市 佐津間631
毎日（年末年始、臨時休館日
を除く）

9:00～17:00 有 047-446-1076

5763 南部公民館 事務室窓口 鎌ケ谷市 道野辺61
毎日（年末年始、臨時休館日
を除く）

9:00～17:00 有 047-446-3031

5764 東初富公民館 １階ロビー 鎌ケ谷市 東初富1-10-1
毎日（年末年始、臨時休館日
を除く）

9:00～17:00 有 047-446-5555

5765 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 職員玄関 鎌ケ谷市 中央2-1-1 開校日 8:15～16:45 有 047-442-1105
5766 鎌ケ谷市立南部小学校 職員玄関 鎌ケ谷市 中沢726-41 開校日 8:10～16:40 有 047-443-5148
5767 鎌ケ谷市立北部小学校 保健室前廊下 鎌ケ谷市 粟野735 開校日 8:10～16:40 有 047-443-2410
5768 鎌ケ谷市立西部小学校 職員玄関 鎌ケ谷市 初富110 開校日 8:15～16:45 有 047-443-6621
5769 鎌ケ谷市立東部小学校 職員玄関 鎌ケ谷市 鎌ケ谷8-3-11 開校日 8:10～16:40 有 047-443-2070
5770 鎌ケ谷市立中部小学校 職員玄関 鎌ケ谷市 道野辺中央3-12-3 開校日 8:15～16:45 有 047-443-0029
5771 鎌ケ谷市立初富小学校 職員室前 鎌ケ谷市 東初富1-20-1 開校日 8:15～16:45 有 047-445-2321
5772 鎌ケ谷市立道野辺小学校 職員玄関 鎌ケ谷市 東道野辺5-5-1 開校日 8:15～16:45 有 047-445-5041
5773 鎌ケ谷市立五本松小学校 職員玄関 鎌ケ谷市 南初富1-16-1 開校日 8:10～16:40 有 047-445-2366

5774 北中沢コミュニティーセンター 玄関 鎌ケ谷市 北中沢2-1-23
毎日（年末年始、臨時休館日
を除く）

9:00～17:00 有 047-442-2011

5775 南初富コミュニティーセンター １階玄関ホール 鎌ケ谷市 東初富4-1-25
毎日（年末年始、臨時休館日
を除く）

9:00～17:00 有 047-444-4292

5776 くぬぎ山コミュニティーセンター ２階廊下 鎌ケ谷市 くぬぎ山4-2-46-10
毎日（年末年始、臨時休館日
を除く）

9:00～17:00 有 047-389-1401

5777 道野辺中央コミュニティーセンター １階EV横 鎌ケ谷市 道野辺中央2-6-27
毎日（年末年始、臨時休館日
を除く）

9:00～17:00 有 047-445-6203

5778 南初富保育園 玄関近くの廊下 鎌ケ谷市 東初富2-6-50 月～土（祝日を除く) 7:00～19:00 有 047-443-2093
5779 道野辺保育園 玄関近くの廊下 鎌ケ谷市 道野辺中央5-7-10 月～土（祝日を除く) 7:00～19:00 有 047-444-1885
5780 粟野保育園 玄関近くの廊下 鎌ケ谷市 粟野740-1 月～土（祝日を除く) 7:00～19:00 有 047-443-1096
5781 鎌ケ谷保育園 玄関近くの廊下 鎌ケ谷市 鎌ケ谷6-8-26 月～土（祝日を除く) 7:00～19:00 有 047-442-0525

5782 鎌ケ谷市立図書館 玄関 鎌ケ谷市 中央1-8-35

毎日（休館日を除く） 休館
日…月曜日（月曜が祝日の場
合はその翌日）、年末年始、
毎月末日（末日が土・日・月
の場合はその前の金曜日）、
特別整理期間

9:00～20:00（日祝日は
17:00まで）

有 047-443-4946

5783 市制記念公園 管理事務所１階 鎌ケ谷市 初富924-6 毎日 9:00～17:00 無 047-445-1141

5784 鎌ケ谷小学校（本校）放課後児童クラブ 放課後児童クラブ室内 鎌ケ谷市 中央2-1-1
月～土（祝日、年末年始を除
く）

平日:放課後～19:00、それ
以外:8:00～19:00

有 047-445-9311

5785 鎌ケ谷小学校（第二）放課後児童クラブ 放課後児童クラブ室内 鎌ケ谷市 中央2-1-1
月～土（祝日、年末年始を除
く）

平日:放課後～19:00、それ
以外:8:00～19:00

有 047-445-9903

5786 北部小学校放課後児童クラブ 放課後児童クラブ室内 鎌ケ谷市 粟野735
月～土（祝日、年末年始を除
く）

平日:放課後～19:00、それ
以外:8:00～19:00

有 047-446-5774

5787 南部小学校放課後児童クラブ 放課後児童クラブ室内 鎌ケ谷市 中沢726
月～土（祝日、年末年始を除
く）

平日:放課後～19:00、それ
以外:8:00～19:00

有 047-446-1500

5788 西部小学校放課後児童クラブ 放課後児童クラブ室内 鎌ケ谷市 初富110
月～土（祝日、年末年始を除
く）

平日:放課後～19:00、それ
以外:8:00～19:00

有 047-445-8092

5789 中部小学校放課後児童クラブ 放課後児童クラブ室内 鎌ケ谷市 道野辺中央3-12-38
月～土（祝日、年末年始を除
く）

平日:放課後～19:00、それ
以外:8:00～19:00

有 047-441-1825

5790 初富小学校放課後児童クラブ 放課後児童クラブ室内 鎌ケ谷市 東初富1-20-1
月～土（祝日、年末年始を除
く）

平日:放課後～19:00、それ
以外:8:00～19:00

有 047-444-4252



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

5791 道野辺小学校放課後児童クラブ 放課後児童クラブ室内 鎌ケ谷市 東道野辺5-5-1
月～土（祝日、年末年始を除
く）

平日:放課後～19:00、それ
以外:8:00～19:00

有 047-445-3789

5792 五本松小学校放課後児童クラブ 放課後児童クラブ室内 鎌ケ谷市 南初富1-16-1
月～土（祝日、年末年始を除
く）

平日:放課後～19:00、それ
以外:8:00～19:00

有 047-445-9327

5793 東部小学校(学童保育) 学童保育室内 鎌ケ谷市 鎌ケ谷8-3-11
月～土（祝日、年末年始を除
く）

平日:放課後～19:00、それ
以外:8:00～19:00

有 047-445-5758

5794 南児童センター 玄関 鎌ケ谷市 道野辺1042-2
毎日（年末年始、臨時休館日
除く）

8:30～17:15 有 047-438-5040

5795 こども発達センター 玄関 鎌ケ谷市 中沢317 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 047-445-3230

5796 中央児童センター 事務室入口 棚 鎌ケ谷市 南初富3-19-31
毎日（年末年始、臨時休館日
除く）

8:30～17:15 有 047-444-0144

5797 鎌ケ谷コミュニティーセンター １階玄関ホール 鎌ケ谷市 鎌ケ谷1-6-8
毎日（年末年始、臨時休館日
除く）

9:00～17:00 有 047-444-4293

5798 鎌ヶ谷みどり幼稚園 玄関ホール内 鎌ケ谷市 粟野２１０ 月～土（休園日を除く） 8:00～17：00 有 047-443-3951

5799 北総鉄道（株） 事務所内 鎌ケ谷市 新鎌ケ谷４－２－３
月～金（祝日、年末年始を除
く）

9：30～17：50 無 047-446-3751

5800 中西産業（株） 正面玄関内 鎌ケ谷市 初富８６６－１ 047-442-2211
5801 （株）三菱東京UFJ銀行 鎌ヶ谷特別出張所 ATMコーナー 鎌ケ谷市 富岡１－１－２ 047-445-2451
5802 特別養護老人ホーム 初富の里 事務所内 鎌ケ谷市 東初富１－４－３ 毎日 9：00～18：00 無 047-445-4700
5803 介護老人保健施設 シルバーケア鎌ヶ谷 １Fホール内 鎌ケ谷市 初富１２５－１ 毎日 9：00～17：00 無 047-441-2005
5804 ききょうの家 事務所 鎌ケ谷市 中央１－８－２０ 毎日 ２４時間 無 047-498-5255

5805 五本松歯科 事務所内 鎌ケ谷市 南初富２－１－１１
火、水、金、土、日（祝日、
年末年始を除く）

9：30～19：00 無 047-446-4181

5806 特別養護老人ホーム さつまの里 １F事務室受付 鎌ケ谷市 佐津間９８９－１ 毎日 9：00～18：00 無 047-401-1500

5807 社会福祉センター 事務所 鎌ケ谷市 初富802-116
毎日（休館日を除く） 休館
日…火曜日（火曜が祝日の場
合はその翌日も）、年末年始

9:00～16:30 無 047-444-0121

5808
（株）北海道日本ハムファイターズ鎌ケ谷事業グルー
プ

スタジアム障がい者室 鎌ケ谷市 中沢459
月～金（祝日、年末年始を除
く） ※それ以外でも試合が
ある日は可能

9：30～18：00 無 047-446-5586

5809 湯乃市鎌ケ谷店 フロント 鎌ケ谷市 鎌ｹ谷9-1-13 毎日
平日:9:00～24:00、土日
祝:8:00～24:00

047-441-1126

5810 鎌ケ谷ひかり幼稚園 事務室 鎌ケ谷市 鎌ｹ谷6-7-38 月～金（休園日を除く） 8:00～17：00 有 047-445-0184
5811 （株）鎌ケ谷カントリー倶楽部 フロント 鎌ケ谷市 中沢1348 火～日（１２月３１日、） 8:00～17：00 有 047-444-4111

5812 スポーツクラブNAS新鎌ケ谷 クラブフロント前 鎌ケ谷市 新鎌ｹ谷2-12-1

火～日（休館日を除く） 定
休日…月曜（月曜が祝日の場
合も定休日）、年末年始、施
設メンテナンス

火～金10:00～23:00、土日
祝10:00～20:00

有 047-446-3900

5813 鎌ケ谷自動車学校 １階ロビー出入口付近壁掛け 鎌ケ谷市 軽井沢1980-1 火～日（年末年始を除く）
平日9:00～20:00、日
曜:9:00～19:00、祝日:9:00
～18:00

無 047-444-8341

5814 アクロスモール新鎌ケ谷 １階インフォメーション前 鎌ケ谷市 新鎌ｹ谷2-12-1
毎日（臨時休館日除く、年末
年始は時間変動あり）

10:00～23:00 047-443-9070

5815 協進交通有限会社 事務所集合点呼室 鎌ケ谷市 東初富1-11-8 毎日 24時間 無 047-446-7337

5816 鎌ケ谷市商工会館 玄関入口（自動販売機） 鎌ケ谷市 南初富6-5-60
月～金 （祝日、年末年始を
除く）

8:30～17:15 047-443-5565

5817 ちばコープ鎌ケ谷 店内サービスカウンター 鎌ケ谷市 道野辺本町1-5-1 毎日  ※休日：不定休 9:30～23：00 047-443-9953
5818 東横イン 正面玄関 鎌ケ谷市 新鎌ケ谷2-8-18 毎日 24時間 無 047-446-3900
5819 トミーフットサル すみとろ２階受付 鎌ケ谷市 くぬぎ山4-13-16 毎日 9:00～24：00 047-386-2705
5820 東武鉄道 鎌ケ谷駅 駅員室正面 鎌ケ谷市 道野辺中央2-1-10 047-443-8631
5821 東武鉄道 新鎌ケ谷駅 駅員室正面 鎌ケ谷市 新鎌ｹ谷2-10-1 047-441-1511



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
5822 千葉銀行鎌ケ谷支店 店舗内ロビー 鎌ケ谷市 新鎌ケ谷2-8-17 047-444-2111
5823 特別養護老人ホーム幸豊苑 １階ホール 鎌ケ谷市 粟野225-1 毎日 24時間 有 047-443-5665
5824 特別養護老人ホーム慈祐苑 施設内医務室 鎌ケ谷市 道野辺214-4 毎日 24時間 有 047-446-3300
5825 ケアハウス梨花苑 事務所内 鎌ケ谷市 くぬぎ山4-8-22 毎日 24時間 無 047-383-5111
5826 グランシア鎌ケ谷 １階事務所 鎌ケ谷市 道野辺中央4-8-1 毎日 24時間 無 047-442-4888
5827 パチンコ メガサイバー 新鎌ケ谷店 店内カウンター 鎌ケ谷市 新鎌ケ谷1-11-1 毎日 10:00～22:45 047-498-5788
5828 ミオカステーロ新鎌ケ谷 エントランス内 鎌ケ谷市 新鎌ケ谷2-3-20 047-498-5120

5829 京葉銀行鎌ケ谷支店 店内ロビー 鎌ケ谷市 鎌ケ谷1-5-36
月～金 休業日：12/31～
1/3、5/3～5/5

9:00～15:00 047-443-3411

5830 京葉銀行新鎌ケ谷支店 ロビー 鎌ケ谷市 新鎌ケ谷2-8-10
月～金 休業日：12/31～
1/3、5/3～5/5

9:00～15:00 047-441-0100

5831 三井住友銀行新鎌ケ谷支店 ＡＴＭコーナー 鎌ケ谷市 新鎌ケ谷2-12-1
毎日 ※祝日は当該曜日で営
業

平日:7:00～24:00、土:7:00
～24:00、日:7:00～21:00

047-445-8311

5832 パチンコ フラミンゴ 景品カウンター 鎌ケ谷市 東道野辺5-8-27 毎日 10:00～22:45 047-441-8110
5833 全国信用金庫研修所 １階受付 鎌ケ谷市 初富206-1 047-444-3001
5834 安田学園鎌ケ谷研修所 １階ロビー 鎌ケ谷市 粟野754 047-443-0454
5835 イオン（株）ジャスコ鎌ケ谷店 １階サービスカウンター 鎌ケ谷市 新鎌ｹ谷2-7 8:00～24：00 047-441-7711
5836 イオン（株）ジャスコ鎌ケ谷店 ２階中央レジ横 鎌ケ谷市 新鎌ｹ谷2-7 8:00～24：00 047-441-7711

5837 さわやかプラザ軽井沢 ｴﾝﾄﾗﾝｽ（ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ入口付近）① 鎌ケ谷市 軽井沢2106-6

火～日（休館日を除く） 休
館日…月曜（月曜が祝日の場
合はその翌日が休館日）、夏
季、年末年始にも休館日あり

10:00～23:00 有 047-442-4517

5838 さわやかプラザ軽井沢 ２階自動販売機に設置② 鎌ケ谷市 軽井沢2106-6

火～日（休館日を除く） 休
館日…月曜（月曜が祝日の場
合はその翌日が休館日）、夏
季、年末年始にも休館日あり

10:00～23:00 有 047-442-4517

5839 北総鉄道 新鎌ケ谷駅 駅員室脇 鎌ケ谷市 新鎌ｹ谷1-13-1 047-442-2664
5840 北総鉄道 新鎌ケ谷駅 改札入口付近 鎌ケ谷市 新鎌ｹ谷1-13-1 047-442-2664
5841 おおぞら保育園 事務室 鎌ケ谷市 初富354-1 047-441-9810
5842 PCDEPOT鎌ケ谷店 レジカウンター内 鎌ケ谷市 新鎌ケ谷4-13-9 10:15～20:00 047-441-5111
5843 創価学会鎌ケ谷文化会館 警備室入口 鎌ケ谷市 右京塚13 047-445-3971
5844 オールサムズテニスクラブ鎌ケ谷校 クラブハウス内 鎌ケ谷市 丸山3-7 047-445-4904
5845 くぬぎ山駅（新京成電鉄） 改札内 コンコース 鎌ケ谷市 くぬぎ山5-1-6 毎日 駅営業時間内 有 047-443-8268
5846 鎌ヶ谷大仏駅（新京成電鉄） 改札内 コンコース 鎌ケ谷市 鎌ケ谷1-8-1 毎日 駅営業時間内 有 047-443-8267
5847 特別養護老人ホーム翔裕園 本館事務所内 鎌ケ谷市 初富848-10 047-498-5715
5848 コミュニティホーム鎌ケ谷 １階エントランス 鎌ケ谷市 新鎌ケ谷4-12-3 047-442-4165
5849 銀木犀 １階エレベーター前自動販売機の中 鎌ケ谷市 南鎌ケ谷1-5-28 047-441-6636
5850 (株)渡辺新聞店 １階店舗 鎌ケ谷市 道野辺本町1-1-1 047-445-5833
5851 コミュニティホームくぬぎ山 玄関ホール事務所内 鎌ケ谷市 初富35-4 047-441-5621
5852 新京成電鉄株式会社 本社 本社受付 鎌ケ谷市 くぬぎ山4-1-12 047-389-1106
5853 (株)サンデリカ千葉事業所 ２階廊下事務所 鎌ケ谷市 くぬぎ山3-12-24 047-384-2211
5854 Honda Cars 市川 新鎌ケ谷店 店内(１階ショールーム) 鎌ケ谷市 初富本町1-21-2 水～月       休店日：火曜日 9:30～19:00 047-425-9323
5855 ペアビレッジ 中央ロビー 鎌ケ谷市 鎌ケ谷5-13-27 047-445-1231
5856 ライオンズマンション馬込沢 １階エントランス 鎌ケ谷市 東道野辺7-8-77 047-446-7003
5857 ルネアッタ鎌ケ谷 エントランスホール左側 鎌ケ谷市 くぬぎ山2-9-16 047-386-4233
5858 清和県民の森 木のふるさと館 管理事務所 君津市 豊英660 年中無休 9:00～16:30 無 0439-38-2222

5859 君津工業用水道事務所 （人見浄水場） １階玄関ホール 君津市 人見5-7-31
月～金 土日祝日、年末年始
は利用不可

8:30～17:15 有 0439-87-8184

5860 君津高等学校 普通教室棟～体育館の外通路 君津市 君津市坂田454 月～日 終日 無 0439-52-4583
5861 君津高等学校 特別教室昇降口棟２階会議室前渡り廊下 君津市 君津市坂田454 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0439-52-4583
5862 君津高等学校 管理棟１階事務室前玄関内 君津市 君津市坂田454 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0439-52-4583



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
5863 上総高等学校 本館１階玄関（事務室前） 君津市 君津市上957 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0439-32-2311
5864 君津青葉高等学校 格技館内体育教官室前 君津市 君津市青柳48 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～18:00 無 0439-27-2351
5865 君津青葉高等学校 愛宕ｷｬﾝﾊﾟｽ 君津市 君津市愛宕273 月～金 土日祝日は利用不可 9:00～16:00 無
5866 君津特別支援学校 保健室 君津市 君津市北子安6-14-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 有 0439-55-4333
5867 君津警察署 １階 君津市 久保４－１－１ 毎日利用可能 終日 有 0439-54-0110

5868 君津亀山少年自然の家 管理研修棟２階事務室 君津市 笹字片倉1661-1
月曜（祝日の場合は翌日）以
外

8:15～17:15 無 0439-39-2628

5869 君津市立人見保育園 玄関付近 君津市 人見４－１１－２８ 開園時間内 0439-52-2682
5870 君津市消防署本署 指揮隊 君津市 杢師3-1-25 0439-53-1907
5871 君津市消防署本署 消防隊 君津市 杢師3-1-25 0439-53-1907
5872 君津市消防署本署 救助隊（車載） 君津市 杢師3-1-25 0439-53-1907
5873 消防署小糸分署 消防隊（車載） 君津市 鎌滝441 0439-37-3101
5874 消防署上総分署 消防隊（車載） 君津市 久留里市場423-1 0439-27-3184
5875 消防署松丘分署 消防隊（車載） 君津市 広岡1795-1 0439-50-7799
5876 君津市役所 １階ロビー 君津市 久保2-13-1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 0439-56-1176
5877 市立中央図書館 入口付近 君津市 久保2-13-3 月～金（祝日を除く） 10:00～18:00 無 0439-52-4646

5878 きみつ偕楽園 入口付近 君津市 外箕輪1039
毎日（休館日を除く） 休館
日…火曜日（火曜が祝日の場
合はその翌日も）、年末年始

9:30～16:00 無 0439-52-9311

5879 老人憩いの家「すえよし」 休憩ホール 君津市 末吉1068-3
月 8：00から12：00 火から
日 9:00から18：00

9:00～18:00 有 0439-35-4426

5880 生きがい支援センター 入口付近 君津市 糠田103-1
火～土（祝日、12/28～1/4を
除く）

9:00～16:30 有 0439-32-5651

5881 保健福祉センター ふれあい館 入口付近 君津市 久保3-1-1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0439-57-2230

5882 君津市民体育館 事務室 君津市 内箕輪1-1-1

毎日（休館日を除く） 休館
日…月曜日（月曜が祝日の場
合はその翌平日）、12/28～
1/3

9:00～21:00 無 0439-52-8222

5883 君津市民文化ホール １階ロビー付近 君津市 三直622

毎日（休館日を除く） 休館
日…火曜日（火曜が祝日の場
合はその翌平日）、12/28～
1/4

9:00～21:30 0439-55-3300

5884 君津市生涯学習交流センター 入口付近 君津市 久保2-13-2 毎日（休館日を除く） 9:00～22:00 無 0439-50-3980
5885 八重原公民館 入口付近 君津市 南子安9-17-2 毎日（休館日を除く） 9:00～22:00 無 0439-55-1840
5886 小糸公民館 入口付近 君津市 糠田55 毎日（休館日を除く） 9:00～22:00 有 0439-32-2184

5887 周西公民館 入口付近 君津市 人見4-11-21
毎日（休館日を除く）   日曜
9:00から17：00まで

9:00～22:00 有 0439-57-6080

5888 周南公民館 入口付近 君津市 大山野26
毎日（休館日を除く）   日曜
9:00から17：00まで

9:00～22:00 0439-52-4915

5889 清和公民館 入口付近 君津市 西粟倉57 毎日（休館日を除く） 8:30～22:00 有 0439-37-2195
5890 小櫃公民館 入口付近 君津市 末吉128 毎日（休館日を除く） 9:00～22:00 有 0439-35-2488
5891 上総公民館 １Ｆロビー 君津市 久留里市場192-5 毎日（休館日を除く） 9:00～22:00 有 0439-27-3181

5892 久留里城址資料館 入口付近 君津市 久留里市場448-1
毎日（休館日を除く） 休館
日…月曜日（月曜が祝日の場
合はその翌日）、12/28～1/4

9:00～16:30 0439-27-3478

5893 貞元コミュニティセンター 入口付近 君津市 上湯江1287-3 火～日（12/28～1/3を除く） 9:00～17:00 有 0439-52-8030
5894 神門コミュニティセンター 入口付近 君津市 人見1462-41 火～日（12/28～1/3を除く） 9:00～17:00 無 0439-87-1958
5895 南子安コミュニティセンター 入口付近 君津市 南子安2-1-28 火～日（12/28～1/3を除く） 9:00～17:00 有 0439-52-5188
5896 松丘コミュニティセンター 入口付近 君津市 松丘1840-1 火～日（12/28～1/3を除く） 9:00～17:00 有 0439-29-2321
5897 亀山コミュニティセンター 入口付近 君津市 坂畑321-1 火～日（12/28～1/3を除く） 9:00～17:00 有 0439-70-7117
5898 君津市立君津中学校 １Ｆ職員室内 君津市 杢師1-10-1 月～金 開校時間内 有 0439-52-0113



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
5899 君津市立周西中学校 ２Ｆ職員室前廊下 君津市 坂田560 月～金 開校時間内 無 0439-52-1517
5900 君津市立周南中学校 ２Ｆ給湯室横 君津市 宮下1-4-1 月～金 開校時間内 0439-52-0624
5901 君津市立小糸中学校 １Ｆ職員玄関 君津市 塚原120 月～金 開校時間内 無 0439-32-2126
5902 君津市立清和中学校 １Ｆ職員室内 君津市 東日笠522 月～金 開校時間内 0439-38-2285
5903 君津市立小櫃中学校 １Ｆ保健室前廊下 君津市 俵田1110 月～金 開校時間内 有 0439-35-2021
5904 君津市立久留里中学校 １Ｆ職員玄関 君津市 久留里474 月～金 開校時間内 有 0439-27-2481
5905 君津市立松丘中学校 １Ｆ職員室前廊下 君津市 広岡994 月～金 開校時間内 0439-29-2009
5906 君津市立亀山中学校 ２Ｆ職員室前廊下 君津市 坂畑223-1 月～金 開校時間内 0439-39-2029
5907 君津市立周西南中学校 １Ｆ保健室前廊下 君津市 中野2-30-1 月～金 開校時間内 0439-55-0190
5908 君津市立八重原中学校 １Ｆ職員室前廊下 君津市 三直1305 月～金 開校時間内 0439-52-4300
5909 君津市八重原小学校 １Ｆ職員玄関 君津市 南子安9-17-1 月～金 開校時間内 有 0439-52-0112
5910 君津市南子安小学校 １Ｆ保健室前廊下 君津市 南子安5-10-1 月～金 開校時間内 有 0439-53-0615
5911 君津市周西小学校 １Ｆ家庭科室 君津市 中野3-14-1 月～金 開校時間内 0439-52-0017
5912 君津市大和田小学校 １Ｆ職員玄関 君津市 大和田425 月～金 開校時間内 無 0439-52-1550
5913 君津市坂田小学校 １Ｆ職員玄関 君津市 坂田523 月～金 開校時間内 0439-52-3428
5914 君津市貞元小学校 １Ｆ職員玄関 君津市 上湯江1655 月～金 開校時間内 無 0439-52-0018
5915 君津市周南小学校 １Ｆ職員玄関 君津市 宮下2-25-5 月～金 開校時間内 0439-52-0259
5916 君津市中小学校 １Ｆ保健室内 君津市 中島678 月～金 開校時間内 無 0439-32-2016
5917 君津市小糸小学校 １Ｆ職員玄関 君津市 大井戸1061 月～金 開校時間内 有 0439-32-2644
5918 君津市秋元小学校 １Ｆ職員室前廊下 君津市 西粟倉35 月～金 開校時間内 0439-37-2055
5919 君津市三島小学校 １Ｆ職員室前廊下 君津市 正木149 月～金 開校時間内 0439-38-2315
5920 君津市小櫃小学校 １Ｆ保健室前廊下 君津市 俵田1416 月～金 開校時間内 無 0439-35-2501
5921 君津市久留里小学校 １Ｆ昇降口前 君津市 久留里474 月～金 開校時間内 有 0439-27-2361
5922 君津市松丘小学校 １Ｆ職員玄関 君津市 広岡1000 月～金 開校時間内 0439-29-2014
5923 君津市坂畑小学校 １Ｆ職員玄関 君津市 坂畑224 月～金 開校時間内 無 0439-39-2607
5924 君津市北子安小学校 １Ｆ職員玄関 君津市 北子安853 月～金 開校時間内 有 0439-53-1031
5925 君津市外箕輪小学校 １Ｆ保健室前廊下 君津市 外箕輪1-34-1 月～金 開校時間内 0439-57-1753
5926 君津市立周西幼稚園 職員室 君津市 人見1-5-47 月～金 8：00から16：45 開校時間内 無 0439-52-1637
5927 君津市立久保保育園 １Ｆ職員玄関 君津市 台2-15-16 月から土 7：00から19：00 開園時間内 無 0439-52-0006

5928 君津市立宮下保育園 職員室内 君津市 宮下2-25-1
月から金 7：00から19：00
土 8：30から12：20

開園時間内 無 0439-52-0098

5929 君津市立上湯江保育園 職員室内 君津市 上湯江1716-1
月から金 7：00から19：00
土 8：30から12：20

開園時間内 無 0439-52-0226

5930 君津市立内箕輪保育園 職員室内 君津市 内箕輪61-1
月から金 7：00から19：00
土 8：30から12：20

開園時間内 無 0439-52-5170

5931 君津市立常代保育園 玄関靴箱上 君津市 常代2-15-1
月から金 7：00から19：00
土 8：30から12：20

開園時間内 無 0439-52-7000

5932 君津市立南子安保育園 職員室内 君津市 南子安3-27-1 月から土 7：00から19：00 開園時間内 無 0439-52-7963
5933 君津市立中保育園 職員室内 君津市 中島252-1 月から土 7：00から19：00 開園時間内 無 0439-32-2198

5934 君津市立小糸保育園 職員室内 君津市 大井戸467-2
月から金 7：00から18：00
土 7：40から13：00

開園時間内 無 0439-32-3716

5935 君津市立清和保育園 職員室入口付近 君津市 東日笠515
月から金 8：00から18：00
土 8：30から12：20

開園時間内 無 0439-38-2002

5936 君津市立小櫃保育園 職員室内 君津市 末吉437-1
月から金 7：00から18：00
土 7：30から17：15

開園時間内 無 0439-35-2101

5937 心身障害児通園施設 きみつ愛児園 玄関 君津市 外箕輪1041 月～金（祝日を除く） 10:00～14:30 無 0439-53-1161
5938 君津市地域福祉推進センター ゆうゆう館 玄関 君津市 人見2-5-31 火～日 9:00～17:00 無 0439-54-7022

5939 君津市森林体験交流センター 玄関 君津市 久留里市場1018
毎日（休館日を除く） 休館
日…月曜日（月曜が祝日の場
合はその翌日）、12/28～1/4

9:00～17:00 無 0439-27-2422

5940 君津市農村環境改善センター 展示ホール 君津市 久留里市場347-1 火～日 9:00～17:00 無 0439-27-2537



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

5941 君津市子育て支援センター 事務室 君津市 南子安1-2-17
火～日（祝日、12/29～1/3を
除く）

9:00～17:00 無 0439-57-6039

5942 君津市小糸スポーツ広場野球場 事務室 君津市 塚原51

毎日（休場日を除く） 休場
日…月曜日（月曜が祝日の場
合はその翌平日）、12/29～
1/3

9:00～17:00 0439-32-5232

5943 君津グランドゴルフ場 事務所内 君津市 作木201-3

毎日（休場日を除く） 休場
日…月曜日（月曜が祝日の場
合はその翌平日）、12/29～
1/3

9:00～17:00 無 0439-55-6225

5944 ふれあいパークきみつ 店舗入口 君津市 笹1766-3 毎日（12/31、1/1を除く） 9:00～17:00 有 0439-39-3939
5945 君津職業能力開発促進センター １Ｆ 受付 君津市 坂田428 0439-52-0219
5946 君津保育園 職員室内 君津市 高坂1-11 月から金 7：00から19：00 開園時間内 無 0439-52-0209

5947 習志野市鹿野山少年自然の家 事務室 君津市 鹿野山常緑平731
月曜日～金曜日（年末年始を
除く）

9：00～17：00 有 0439-37-2197

5948 上総地域交流センター １Ｆふれあい館 君津市 久留里市場192-5
月曜日～日曜日（祝日、年末
年始を除く）

月～土8：30～22：00日
9：00～17:00

有 0439-27-3181

5949 君津市立かずさあけぼの保育園 職員課 君津市 広岡955-3 月曜日～金曜日 開園時間内 有 0439-29-2061
5950 千葉オイレッシュ（株） 事務室入口 君津市 笹１２４９－３ 月から金 8：00から18：00 開園時間内 無 0439-39-3033
5951 黒田精工（株） 西側従業員出入口 君津市 かずさ小糸６－７ 月から金 8：30から17：05 開園時間内 0439-70-1530
5952 けいひろ歯科クリニック レントゲン室付近 君津市 東坂田２－６－１６ 無 0439-52-4182
5953 ホテル千成 フロント 君津市 東坂田４－１－１ 0439-52-8511
5954 （株）オートウェーブ 上総君津店 レジカウンター 君津市 法木作１－１－１１ 毎日 10：00～19：30 無 0439-55-5811
5955 とんでん 君津店 レジカウンター 君津市 南子安６－２０－６ 毎日 10：00～2：00 無 0439-50-0081
5956 新日鐡住金 君津労働組合 １Ｆ 君津市 大和田６６６－１ 月から金（祝日除く） 8：30～21：00 無 0439-52-8711
5957 新日鐡住金 君津労働組合 ２Ｆ事務室内 君津市 大和田６６６－１ 月から金（祝日除く） 8：30～21：00 無 0439-52-8711
5958 千葉銀行 君津支店 ロビー脇 君津市 東坂田１－２－１３ 月から金（祝日除く） 9：00～15：00 0439-55-2511
5959 新日鐵住金（株） 大和田寮 事務室 君津市 大和田３２４ 毎日 ２４時間 無 0439-50-9655
5960 新日鐵住金（株） 大和田寮 Ｅ棟Ｗ棟連絡通路自販機 君津市 大和田３２４ 毎日 ２４時間 無 0439-50-9655
5961 高田工業所（株） 君津支社 構内 １Ｆ事務所 君津市 君津１ 月から金 8：30～17：00 無 0439-52-1070
5962 高田工業所（株） 君津支社 ２Ｆ 君津市 君津１ 月から金 8：30～17：00 無 0439-52-1070
5963 ジョイフル本田 君津店 生活館ロビー 君津市 外箕輪３－７－６０ 毎日 9：00～19：00 有 0439-55-0111
5964 翔凜高等学校・翔凜中学校 コントロール室 君津市 三直1348-1 毎日 ２４時間 有 0439-55-1200
5965 （株）京葉銀行 君津東支店 ロビー 君津市 南子安４－３２－１ 月から金 8：15～19：00 無 0439-52-6811
5966 君津共同火力（株） 君津共同発電所 ４Ｆ 君津市 君津１ 毎日 ２４時間 無 0439-52-1361
5967 大同特殊鋼（株） 君津工業 １Ｆ食堂 君津市 君津１ 12/29から1/4は使用不可 ２４時間 無 0439-52-1541
5968 大同特殊鋼（株） 君津工業 リフレッシュルーム 君津市 君津１ 12/29から1/4は使用不可 ２４時間 無 0439-52-1541

5969 日鉄住金建材（株） 意匠鋼板事業部門君津鋼板工場 事務室 君津市 君津１ 毎日 ２４時間 無 0439-52-0571

5970 日鉄住金建材（株） 意匠鋼板事業部門君津鋼板工場 工場 君津市 君津１ 毎日 ２４時間 無 0439-52-0571

5971 日鉄住金建材（株） 意匠鋼板事業部門君津鋼板工場 工場 君津市 君津１ 毎日 ２４時間 無 0439-52-0571

5972 吉澤石灰工業（株） 君津事業所 ２Ｆ事務室 君津市 君津１ 月から金（祝日除く） 7：00～19：00 無 0439-52-1555
5973 創価学会君津文化会館 ２Ｆ事務室 君津市 南子安６－１７－３０ 毎日 10：00～22：00 無 0439-55-8515
5974 山九（株） 君津支社整備サブセンター 事務所内 君津市 君津1 毎日 ２４時間 無 0439-52-1096
5975 大江戸温泉物語 君津の森 １Ｆフロント 君津市 法木３８４－１１９ 毎日 ２４時間 無 0439-70-1226
5976 社会福祉法人志真会 老人ホームつばさ 医務課 君津市 貞元５１０ 毎日 ２４時間 有 0439-55-2222

5977 ヤスミ資材（株） 事務室 君津市 吉野３００
月から金 第２・第４土曜日
（祝日除く）

6：30～17：30 無 0439-27-2081

5978 産機エンジニアリング（株） 玄関 君津市 人見１４２１－５ 月から金（祝日除く） 8：00～17：00 無 0439-87-5252



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
5979 たびだちの村君津 医務室 君津市 尾車６３５－１ 毎日 ２４時間 無 0439-32-2372
5980 たびだちの村君津 ２Ｆ医務室 君津市 尾車６３５－１ 毎日 ２４時間 無 0439-32-2372
5981 たびだちの村君津 リサイクル室 君津市 尾車６３５－１ 毎日 ２４時間 無 0439-32-2372
5982 たびだちの村君津 エコ室 君津市 尾車６３５－１ 毎日 ２４時間 無 0439-32-2372
5983 サニーライフ君津 フロント１Ｆ 君津市 東猪原２４８－２ 毎日 ２４時間 無 0439-37-3600
5984 君津モータースクール 事務室内 君津市 下湯江9-1 毎日 8：30～17：20 無 0439-50-1212
5985 山の手フラワーヒル 旧館診察室 君津市 大山野875 毎日 ２４時間 無 0439-55-8601
5986 山の手フラワーヒル 新館1階 君津市 大山野875 毎日 ２４時間 無 0439-55-8601
5987 アピタ君津店 １Ｆ サービスカウンター 君津市 久保1-1-1 毎日 9：00～21：00 有 0439-54-8811
5988 新香木原カントリークラブ フロント 君津市 香木原288 毎日 6：00～18：00 無 0439-39-2261
5989 新君津ベルグリーンカントリー倶楽部 フロント 君津市 東猪原12 毎日 6：30～17：00 有 0439-70-5130
5990 上総富士ゴルフクラブ フロント受付 君津市 大坂1639 毎日 7：15～17：00 無 0439-29-2713
5991 ゴールド木更津カントリークラブ マスター室 君津市 大野台765-2 毎日 7：00～18：00 無 0439-70-5111

5992 ジャパンＰＧＡゴルフクラブ マスター室 君津市 平田223 毎日
平日6：30～17：30 それ
以外6：15～17：30

有 0439-37-3700

5993 医療法人社団 慈永会 永峯医院 院内 君津市 青柳18-1 毎日（木、日、祝を除く） 9：00～17：00 無 0439-27-2021

5994 榎本整形外科 院内 君津市 久保4-2-23 毎日（日を除く）
平日9：00～12：00、14：
30～18：30 土午前のみ

有 0439-55-5111

5995 榎本整形外科 院内 君津市 久保4-2-23 毎日（日を除く）
平日9：00～12：00、14：
30～18：30 土午前のみ

無 0439-55-5111

5996 小林整形外科 診察室前 君津市 西坂田4-6-5 木、祝、日以外の平日と土
平日9：00～12：00、15：
30～18：30 土9：00～
12：00、15：00～17：00

無 0439-55-5959

5997 セントケアホーム君津 1F 玄関 君津市 大和田4-2-14 毎日 ２４時間 有 0439-50-0405

5998 デイサービスみのり 事務所 君津市 宮下1-13-12
毎日（日、12/31から1/3を除
く）

7：30～18：00 無 0439-27-0586

5999 ホテルかずさ フロント 君津市 中野4-9-1 毎日 ２４時間 無 0439-52-1020
6000 河村産業㈱ かずさ事業部 ３Ｆ 休憩室入口 君津市 かずさ小糸3-10 平日 9：00～17：45 無 0439-70-1122
6001 前田道路㈱ 君津営業所 １Ｆ 玄関 君津市 外箕輪1-9-5 平日（土、日、祝を除く） 8：00～17：00 無 0439-52-2560
6002 株式会社 寄（やどりぎ） 事務所 君津市 人見1422-1 毎日 8：00～17：00 無 0439-88-6262

6003 ドコモショップ君津店 カウンター付近 君津市 東坂田1-6-5 毎日
10：00～19：00 12/31は
10：00～17：00 1/1～
1/3は11：00～17：00

有 0439-50-3100

6004 千葉信用金庫 久留里支店 カウンター 君津市 久留里市場173 月～金 ９時～１５時 無 0439-27-2221
6005 千葉信用金庫 君津東支店 ロビー 君津市 南子安4-21-10 月～金 ９時～１５時 無 0439-52-3911
6006 千葉信用金庫 君津支店 ロビー 君津市 中野4-1-10 月～金 ９時～１５時 無 0439-52-2266

6007 東日本能力開発センター 事務室内 君津市 人見1041-2 月～金 ８時３０分～１７時１５分 無 0439-52-3111

6008 ㈱ロマンの森 君津市 豊英659-1
年中無休 シルクビラは９時
から２１時まで対応可能

９時～１７時 0439-38-2211

6009 ㈱新昭和 住宅館 入口付近 君津市 南子安5-27-1 月初めの火曜日以外 ９時～１８時 無 0439-54-7718
6010 黒崎播磨㈱ 君津支店 ２Ｆ 事務所内 君津市 君津１番地 年中（一般人は不可） ２４時間 無 0439-52-0552
6011 羽田大豊工業㈱ 君津工場 食堂内 君津市 小山野413 月～金 ８時から１６時４５分 0439-52-0473

6012 美和幼稚園 職員室内 君津市 西坂田2-12-15
月～金 利用可能時間が日に
より異なる

８時から１７時 有 0439-52-7128

6013 久留里カトリック幼稚園 １Ｆ 階段下 君津市 久留里市場696 月～金 ８時１５分～１８時 有 0439-27-2055

6014 特別養護老人ホーム 上総園 １階玄関 君津市 広岡375
年中 利用時間外でもイン
ターフォンを押せば対応可能

６時～２０時 無 0439-50-7211

6015 ㈱新昭和 １階ホール 君津市 東坂田4-3-3 月～金 ９時～２０時 0439-54-7711
6016 新日鐵住金㈱ 君津体育館 自販機（内蔵） 君津市 大和田324 年中 ８時～２１時 0439-52-3571
6017 新日鐵住金㈱ 君津寮 事務室 君津市 大和田324 年中 ２４時間 無 0439-52-1831



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
6018 新日鐵住金㈱ 八重原寮 事務室 君津市 八重原172 年中 ２４時間 無 0439-52-0235
6019 芙蓉ミオ・ファミリアマンション 受付 君津市 広岡375-2 年中 ２４時間 0439-50-7111
6020 スーパー銭湯君津の湯 ２Ｆフロント 君津市 外箕輪154 年中 ６時～０時３０分 無 0439-57-2641
6021 パチンコグランド日の丸 カウンター 君津市 坂田673-11 年中 １０時～２３時 有 0120-010-267
6022 パチンコ日の丸サザン カウンター 君津市 外箕輪91-1 年中 １０時～２３時 有 0120-010-267
6023 パチンコ日の丸八重原店 店内ホール 君津市 南子安9-6-30 年中 １０時～２３時 有 0120-010-267
6024 パチンコ日の丸君津駅前店 カウンター 君津市 中野1-1-1 年中 １０時～２３時 有 0120-010-267
6025 ＪＡきみつ 本店 入口付近 君津市 塚原185 月～金 ８時３０分～１７時 無 0439-70-1331
6026 ＪＡきみつ 周南支店 入口付近 君津市 宮下2-24-27 月～金 ８時３０分～１７時 0439-52-0118
6027 ＪＡきみつ 小櫃支店 ロビー 君津市 末吉152 月～金 ８時３０分～１７時 0439-35-2511
6028 ＪＡきみつ 亀山支店 カウンター 君津市 藤林268-1 月～金 ８時３０分～１７時 0439-39-2111
6029 ＪＡきみつ 小糸支店 ロビー 君津市 中島681-1 月～金 ８時３０分～１７時 0439-32-2591
6030 ＪＡきみつ 清和支店 玄関付近 君津市 西粟倉115 月～土 ８時３０分～１７時 0439-37-2511
6031 ＪＡきみつ 君津購買センター 正面玄関付近 君津市 外箕輪4-31-45 年中（年末年始を除く） ８時３０分～１７時 0439-52-7676
6032 ＪＡきみつ 小糸経済センター ロビー 君津市 糠田169 月曜日～土曜日 8：30～17：00 有 0439-32-2588
6033 ＪＡきみつ 小櫃給油所 休憩所内 君津市 末吉238-1 年中無休 ７時～２１時 0439-35-2255
6034 ＪＡきみつ 小糸給油所 休憩所内 君津市 根本431 年中無休 ７時～２１時 0439-32-2590
6035 ＪＡきみつ 貞元給油所 休憩所内 君津市 貞元188-2 年中無休 ７時～２１時 0439-55-3988

6036 君津メディカルスポーツセンター 受付 君津市 西君津11-1
火～日   日曜日のみ９時
～１９時

９時～２１時 0439-88-0611

6037 君津メディカルスポーツセンター トレーニングルーム 君津市 西君津11-1
火～日   日曜日のみ９時
～１９時

９時～２１時 0439-88-0611

6038 サン・ラポール南房総 壱番館 君津市 豊英355-1
１２月３１日、１月１日を除
く毎日

８時～１７時 無 0439-38-2231

6039 サン・ラポール南房総 弐番館 君津市 豊英355-10
１２月３１日、１月１日を除
く毎日

８時～１７時 無 0439-38-2100

6040 上総モナークカントリークラブ クラブハウス 君津市 柳城字安郷沢856-2 年中無休 ６時３０分～１７時 0439-29-3100
6041 上総モナークカントリークラブ 売店 君津市 柳城字安郷沢856-2 年中無休 ６時３０分～１７時 0439-29-3100
6042 上総モナークカントリークラブ 売店 君津市 柳城字安郷沢856-2 年中無休 ６時３０分～１７時 0439-29-3100
6043 財団法人 君津健康センター センター内 君津市 君津１番地 月曜日～金曜日 8：30～15：45 有 0439-55-6889
6044 財団法人 君津健康センター 君津市 君津１番地 月曜日～金曜日 8：30～15：45 有 0439-55-6889
6045 ロイヤルスターゴルフクラブ クラブハウス 君津市 平山32-1 月曜日～日曜日 8:30:～16：30 無 0439-29-3111
6046 ロイヤルスターゴルフクラブ 各コース×1 君津市 平山32-1 月曜日～日曜日 8:30:～16：30 無 0439-29-3111
6047 ウエルシア君津西坂田店 入口付近 君津市 西坂田1-3-7 毎日 9：00～24：00 有 0439-50-3575
6048 ウエルシア君津外箕輪店 レジカウンター付近 君津市 外箕輪4-1-22 毎日 9：00～24：00 無 0439-50-3166
6049 ウエルシア君津中島店 入口付近 君津市 中島294-2 毎日 9：00～24：00 無 0439-70-1202
6050 ケーズ電気君津店 ２階 君津市 中野4-11-7 毎日（年末年始を除く） 10：00～21：00 0439-50-0274

6051 京葉銀行君津支店 ロビー 君津市 東坂田1-3-3
１２月３１日～１月３日、５
月３日～５月５日を除く平日

9：00～15：00 無 0439-52-9111

6052 谷川クリニック 施設内 レントゲン室 君津市 高坂7-7 月曜から土曜日 営業時間内 有 0439-55-2233
6053 マツモトキヨシ君津駅前店 店内 化粧品売り場付近 君津市 中野1-14-1 年中無休 10：00～21：00 無 0439-55-2522
6054 十全社メモリアルホール君津駅前店 入口付近 君津市 中野4-1-14 毎日（年末年始を除く） 10：00～17：00 0439-50-9944
6055 十全社メモリアルホール泉店 入口付近 君津市 泉312－1 毎日（年末年始を除く） 10：00～17：00 0439-55-3333
6056 千葉マツダ君津店 ショールーム内 君津市 南子安6-24-5 月、水、木、金、土、日、祝 10：00～18：00 無 0439-54-5451
6057 おおの歯科医院 診療室 君津市 南子安4-8-6 月、火、水、木、金、土 9：00～18：40 無 0439-54-8211
6058 ファミリーサポートひるがお 静養室 君津市 北子安1-12-21 月曜日～土曜日 9：00～18：00 有 0439-50-0710

6059 千葉スバル自動車㈱君津店 ショールーム内 君津市 杢師4-2-7
月、火（第1.4.）、木、土、
日、祝

9：45～19：00 無 0439-55-7200

6060 しらとり歯科 診療室 君津市 外箕輪4-1-16 月、火、水、金、土
9：00～12：30、14：00～
18：00

有 0439-50-8767

6061 マツモトキヨシ箕輪店 レジ付近 君津市 外箕輪3-14-6 毎日 9：00～21：00 無 0439-55-7120
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6062 ダイハツ千葉販売㈱君津店 ショールーム内 君津市 外箕輪3-17-26
月、水、木、金、土、日（Ｇ
Ｗ、年末年始を除く）

10：00～18：00 無 0439-55-2351

6063 千葉トヨペット君津店 事務室 君津市 外箕輪3-17-7 火、水、木、金、土、日、祝 10：00～19：00 0439-55-7111
6064 千葉日産君津店 正面入り口 君津市 外箕輪4-31-41 火、水、木、金、土、日、祝 10：00～19：00 0439-55-2311
6065 ケアホーム郡 玄関 君津市 郡3-9-17 年中無休 １0：00～16：00 無 0439-27-0912
6066 社会福祉法人アルムの森 ピッチーの丘 医務室 君津市 郡2-2-4 月曜から土曜 8：00～17：00 有 0439-27-1600
6067 新日鉄住金環境㈱環境建設技術センター 玄関 君津市 泉字八幡堀152-1 月曜から金曜 8：30～17：15 無 0439-32-2865
6068 日伸精機㈱かずさ工場 工場 君津市 かずさ小糸3-2 月曜～金曜 8：30～17：30 有 0439-70-1311
6069 内山緑地建設㈱君津営業所 事務所の玄関 君津市 馬登677-1 月曜～金曜 8：00～17：00 無 0439-50-1700
6070 まえだクリニック 処置室 君津市 浦田2-1 月、火、水、金、土（午前） 8：30～17：30 0439-27-2005
6071 JA-SSジャスポート おびつ 休憩室 君津市 末吉240-1 月曜日～日曜日（年始休業） 7：00～21：00 0439-35-2255
6072 富津公園管理事務所 ①管理事務所内 富津市 富津2280 毎日利用可能 8:30～21:15 有 0439-87-8887
6073 富津公園管理事務所 ②温水プール内 富津市 富津2280 毎日利用可能 9:00～21:00 有 0439-87-8887
6074 富津公園管理事務所 ③屋外プール内 富津市 富津2280 屋外プール開園時 9:00～17:00 有 0439-87-8887
6075 天羽高等学校 職員玄関 富津市 富津市数馬229 月～日 終日 無 0439-67-0571
6076 君津商業高等学校 事務室前 富津市 富津市岩瀬1172 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 0439-65-1131
6077 君津商業高等学校 体育教官室前 富津市 富津市岩瀬1172 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 0439-65-1131
6078 富津警察署 １階 富津市 海良１２１－１ 毎日利用可能 終日 有 0439-66-0110
6079 富津市総合社会体育館 事務室 富津市 富津市新富80-4 9:00～21:00 無 0439-87-3001
6080 富津公園内温水プール 事務室 富津市 富津市富津2280 9:00～21:00 無 0439-87-8887
6081 富津公園内温水プール 監視員室 富津市 富津市富津2280 9:00～21:00 無 0439-87-8887
6082 市民ふれあい公園管理事務所 事務所内 富津市 富津市新富146-2 毎日 9:00～21:00 無 0439-87-4205
6083 市民ふれあい公園内富津臨海陸上競技場 本部席内 富津市 富津市新富146-3 9:00～21:00 無 電話なし
6084 市民ふれあい公園内富津臨海野球場 本部席内 富津市 富津市新富146-4 9:00～21:00 無 電話なし
6085 市立飯野保育所 職員室 富津市 富津市下飯野332-6 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 無 0439-87-0765
6086 市立吉野保育所 職員室 富津市 富津市絹656-2 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 無 0439-65-2143
6087 市立佐貫保育所 職員室 富津市 富津市佐貫143-2 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 無 0439-66-0392
6088 市立中央保育所 玄関 富津市 富津市数馬579 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 無 0439-67-0279
6089 市立竹岡保育所 職員室 富津市 富津市竹岡403-1 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 無 0439-67-8504
6090 市立金谷保育所 玄関 富津市 富津市金谷2221-1 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 無 0439-69-2353
6091 市立峰上保育所 職員室 富津市 富津市上後305 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 無 0439-68-0080
6092 飯野コミュニティセンター 玄関 富津市 富津市下飯野203-1 9:00～21:00 無 0439-87-4260
6093 佐貫コミュニティセンター 玄関 富津市 富津市亀田368-1 9:00～21:00 無 0439-66-1637
6094 竹岡コミュニティセンター 玄関 富津市 富津市竹岡473-1 9:00～21:00 無 0439-67-0934
6095 金谷コミュニティセンター 玄関 富津市 富津市金谷2197-18 9:00～21:00 無 0439-69-2472
6096 天神山コミュニティセンター 玄関 富津市 富津市不入斗1697-1 9:00～21:00 無 0439-67-0901
6097 青堀ふれあいシニア館 玄関 富津市 富津市大堀1丁目25-1 9:00～21:00 無 0439-88-1051
6098 大貫ふれあいシニア館 玄関 富津市 富津市千種新田346-1 9:00～21:00 無 0439-65-1011
6099 関豊ふれあいシニア館 玄関 富津市 富津市豊岡1355-1 9:00～21:00 無 0439-68-1012
6100 富津老人憩の家 玄関 富津市 富津市富津679-85 9:00～21:00 無 0439-87-4451
6101 大佐和老人憩の家 玄関 富津市 富津市千種新田277-1 9:00～21:00 無 0439-65-4221
6102 天羽老人憩の家 玄関 富津市 富津市岩坂487-5 9:00～21:00 無 0439-67-3338
6103 富津市役所 １階案内カウンター 富津市 下飯野2443 毎日 8:30～17:15 無 0439-80-1253
6104 富津公民館 事務室 富津市 新井932-34 9:00～21:00 無 0439-87-8381
6105 中央公民館 １階ロビー 富津市 小久保３０１４ 毎日 9:00～21:00 無 0439-65-2251
6106 富津市民会館 １階ロビー 富津市 富津市湊765-1 9:00～21:00 無 0439-67-3112
6107 市立富津中学校 職員室 富津市 富津市下飯野1283-1 月～金（祝日を除く） 開校時間内 無 0439-87-1147
6108 市立天羽中学校 職員室 富津市 富津市岩坂109 月～金（祝日を除く） 開校時間内 無 0439-67-0615
6109 市立大貫中学校 職員玄関 富津市 富津市岩瀬619 月～金（祝日を除く） 開校時間内 無 0439-65-0053
6110 市立佐貫中学校 職員玄関 富津市 富津市佐貫26 月～金（祝日を除く） 開校時間内 無 0439-66-0047
6111 市立天羽東中学校 生徒用玄関 富津市 富津市上後395 月～金（祝日を除く） 開校時間内 無 0439-68-0024
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6112 市立青堀小学校 保健室 富津市 富津市大堀2042-4 月～金（祝日を除く） 開校時間内 無 0439-87-0063
6113 市立富津小学校 職員室前廊下 富津市 富津市富津396-2 月～金（祝日を除く） 開校時間内 無 0439-87-2348
6114 市立飯野小学校 職員玄関 富津市 富津市下飯野154 月～金（祝日を除く） 開校時間内 無 0439-87-0875
6115 市立大貫小学校 職員玄関 富津市 富津市小久保114 月～金（祝日を除く） 開校時間内 無 0439-65-0044
6116 市立吉野小学校 職員玄関 富津市 富津市絹176-3 月～金（祝日を除く） 開校時間内 無 0439-65-0041
6117 市立佐貫小学校 職員玄関 富津市 富津市鶴岡989-1 月～金（祝日を除く） 開校時間内 無 0439-66-0310
6118 市立湊小学校 多目的室（保健室隣） 富津市 富津市数馬581-1 月～金（祝日を除く） 開校時間内 無 0439-67-0045
6119 市立金谷小学校 体育館 富津市 富津市金谷2254-3 月～金（祝日を除く） 開校時間内 無 0439-69-2006
6120 市立竹岡小学校 職員室 富津市 富津市竹岡757 月～金（祝日を除く） 開校時間内 無 0439-67-8327
6121 市立環小学校 職員玄関 富津市 富津市上後328 月～金（祝日を除く） 開校時間内 無 0439-68-0009
6122 市立天神山小学校 職員玄関 富津市 富津市花輪104 月～金（祝日を除く） 開校時間内 無 0439-67-0062
6123 浦安高等学校 事務室前来客用下駄箱内 浦安市 浦安市海楽2-36-2 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-351-2135
6124 浦安高等学校 体育館入口 浦安市 浦安市海楽2-36-2 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-351-2135
6125 浦安南高等学校 普通教室管理棟１階保健室前 浦安市 浦安市高洲9-4-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-352-7621
6126 浦安南高等学校 体育館１階体育教官室前 浦安市 浦安市高洲9-4-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-352-7621
6127 浦安警察署 １階 浦安市 美浜５－１３－２ 毎日利用可能 終日 有 047-350-0110
6128 浦安警察署浦安駅前交番 交番内 浦安市 北栄１－１３－２ 毎日利用可能 終日 有 047-351-2541
6129 浦安警察署富士見交番 交番内 浦安市 富士見２－１９－６ 毎日利用可能 終日 有 047-353-8644
6130 浦安警察署富岡交番 交番内 浦安市 富岡３－１－８ 毎日利用可能 終日 有 047-353-2175
6131 浦安警察署舞浜駅前交番 交番内 浦安市 舞浜２８－６ 毎日利用可能 終日 有 047-380-7200
6132 浦安警察署日の出交番 交番内 浦安市 日の出４－１－２ 毎日利用可能 終日 有 047-353-1090
6133 浦安警察署新浦安駅前交番 交番内 浦安市 入船１－２－１ 毎日利用可能 終日 有 047-353-7087
6134 旧第一福祉作業所 施設内 浦安市 東野1-9-3 月～金（祝日を除く） 9:00～17:00 有 047-353-9111
6135 ソーシャルサポートセンター 施設内 浦安市 東野1-9-4 月～金（祝日を除く） 9:00～16:00 有 047-353-2130
6136 ポピンズナーサリースクール新浦安 施設内 浦安市 入船1-2-1 月～土（祝日を除く) 7:00～20:00 有 047-304-2175

6137 急病診療所 診療室 浦安市 猫実1-2-5 毎日
月～土20:00～23:00 日・祝
日10:00～17:00

有 047-381-9999

6138 うらやす市民大学(美浜南小学校内） 事務所 浦安市 美浜3-15-1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 047-351-4811
6139 入船小学校 体育館前 浦安市 入船3-66-1 8:00～17:15 有 047-353-8503
6140 浦安市クリーンセンター 施設内 浦安市 千鳥15-2 毎日 9:00～16:00 有 047-381-5300
6141 若草認定こども園 職員室 浦安市 猫実4-6-12 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 有 047-351-2950
6142 みなみ認定こども園 職員室 浦安市 堀江5-4-2 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 有 047-351-8803
6143 北部認定こども園 職員室 浦安市 北栄3-20-2 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 有 047-351-3010
6144 堀江認定こども園 職員室 浦安市 堀江4-34-6 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 有 047-353-2151
6145 美浜南認定こども園 職員室 浦安市 美浜3-15-2 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 有 047-353-7766
6146 舞浜認定こども園 職員室 浦安市 舞浜2-1-2 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 有 047-353-0110
6147 美浜北認定こども園 職員室 浦安市 美浜5-12-3 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 有 047-352-3694
6148 明海認定こども園 職員室 浦安市 明海2-13-3 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 有 047-380-8800
6149 消防署 日の出出張所 １Ｆ ロビー 浦安市 日の出４－１－３ 毎日 24時間 有 047-350-0119
6150 浦安市消防団 第一分団詰所 １F 浦安市 堀江２－１－１ 有 047-352-1887
6151 浦安市消防団 第二分団詰所 １F 浦安市 猫実４－１８－１５ 有 047-352-1888
6152 浦安市消防団 第三分団詰所 １F 浦安市 当代島２－３－１９ 有 047-352-1889
6153 浦安駅前行政サービスセンター センター内 浦安市 北栄１－１３－２５ 月～金（祝日を除く） 7:00～20:00 有 047-354-2721
6154 新浦安駅前行政サービスセンター センター内 浦安市 入船１－２－１ 月～金（祝日を除く） 7:00～20:00 有 047-390-6276
6155 舞浜駅前行政サービスセンター センター内 浦安市 舞浜２５－２ 月～金（祝日を除く） 7:00～20:00 有 047-390-6396

6156 高洲中学校 体育館 体育館前 浦安市 高洲7-2-1
月～金18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-712-5533

6157 高洲中学校 校舎内 浦安市 高洲7-2-1
月～金18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-712-5533

6158 明海総合公園 球技場 管理棟 浦安市 明海７－２ 毎日
月～土20:00～23:00 日・祝
日10:00～17:00

有 047-353-2867



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
6159 シルバー人材センター 施設内 浦安市 猫実2-12-7 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 047-355-4001
6160 教育研究センター 施設内 浦安市 富岡1-1-1 月～金（祝日を除く） 9:00～17:00 有 047-381-7961
6161 まなびサポート 施設内 浦安市 弁天3-1-1 月～金（祝日を除く） 9:00～17:00 有 047-390-5204
6162 東野小学校 校舎内 浦安市 東野1-7-3 8:00～17:15 有 047-304-1801

6163 東野小学校 体育館前 浦安市 東野1-7-3
月～金18:00～21:00 土・
日9:00～21:00

有 047-304-1801

6164 浦安市消防署 1F ロビー 浦安市 猫実1-19-22 毎日 24時間 有 047-304-0144
6165 浦安市消防署今川出張所 1F ロビー 浦安市 今川4-11-1 毎日 24時間 有 047-304-0144
6166 浦安市消防署堀江出張所 1F ロビー 浦安市 堀江4-18-6 毎日 24時間 有 047-304-0144

6167 総合体育館 トレーニングルーム 浦安市 舞浜2-27
毎日（第１、第３水曜日を除
く）

9:00～21:00 有 047-3551110

6168 総合体育館 プール等 浦安市 舞浜2-27
毎日（第１、第３水曜日を除
く）

9:00～21:00 有 047-3551110

6169 障害者福祉センター 1F ロビー 浦安市 東野1-8-2 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 047-350-8770

6170 中央武道館 1F ロビー 浦安市 猫実1-18-15
毎日（第１、第３月曜日を除
く）

9:00～21:00 有 047-380-2100

6171 浦安市役所本庁舎 1F ロビー 浦安市 猫実1-1-1
月、火、水、木、金、日（祝
日を除く）

8:30～17:00 有 047-351-1111

6172 浦安市役所本庁舎 1F ロビー 浦安市 猫実1-1-1
月、火、水、木、金、日（祝
日を除く）

8:30～17:00 有 047-351-1111

6173 浦安市役所本庁舎 2F ロビー 浦安市 猫実1-1-1
月、火、水、木、金、日（祝
日を除く）

8:30～17:00 有 047-351-1111

6174 浦安市役所本庁舎 2F ロビー 浦安市 猫実1-1-1
月、火、水、木、金、日（祝
日を除く）

8:30～17:00 有 047-351-1111

6175 浦安市役所本庁舎 3F ロビー 浦安市 猫実1-1-1
月、火、水、木、金、日（祝
日を除く）

8:30～17:00 有 047-351-1111

6176 浦安市役所本庁舎 4F ロビー 浦安市 猫実1-1-1
月、火、水、木、金、日（祝
日を除く）

8:30～17:00 有 047-351-1111

6177 浦安市役所本庁舎 5F ロビー 浦安市 猫実1-1-1
月、火、水、木、金、日（祝
日を除く）

8:30～17:00 有 047-351-1111

6178 浦安市役所本庁舎 6F ロビー 浦安市 猫実1-1-1
月、火、水、木、金、日（祝
日を除く）

8:30～17:00 有 047-351-1111

6179 浦安市役所本庁舎 7F ロビー 浦安市 猫実1-1-1
月、火、水、木、金、日（祝
日を除く）

8:30～17:00 有 047-351-1111

6180 浦安市役所本庁舎 10F ロビー 浦安市 猫実1-1-1
月、火、水、木、金、日（祝
日を除く）

8:30～17:00 有 047-351-1111

6181 新浦安プラザ 1F ロビー 浦安市 入船1-2-1 毎日 24時間 有 047-380-4544
6182 浦安市役所議場前 9F ロビー 浦安市 猫実1-1-1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 047-351-1139
6183 浦安市役所議場前 9F ロビー 浦安市 猫実1-1-1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 047-351-1139

6184 文化会館 1F ロビー 浦安市 猫実1-1-2
毎日（第２、第４木曜日を除
く）

9:00～21:00 有 047-353-1121

6185 市民プラザ 受付ホール 浦安市 入船1-4-1 ダイエービル4F
毎日（第１、第３水曜日を除
く）

9:00～21:00 有 047-350-3101

6186 市民活動センター ホール 浦安市 北栄1-1-16 月～土（祝日を除く) 9:00～17:00 有 047-305-1721
6187 総合福祉センター ホール 浦安市 東野1-7-1 月～金（祝日を除く） 9:00～17:00 有 047-355-1124
6188 老人福祉センター ホール 浦安市 猫実1-1-3 月～金（祝日を除く） 9:00～17:00 有 047-351-2096

6189 健康センター ホール 浦安市 猫実1-2-5 毎日
月～土20:00～23:00 日・祝
日10:00～17:00

有 047-381-9058

6190 中央公民館 ホール 浦安市 猫実4-18-1 毎日 9:00～21:00 有 047-351-2638
6191 堀江公民館 ホール 浦安市 富士見2-2-1 毎日 9:00～21:00 有 047-353-0002
6192 富岡公民館 ホール 浦安市 富岡3-1-7 毎日 9:00～21:00 有 047-354-2631



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
6193 美浜公民館 ホール 浦安市 美浜5-13-1 毎日 9:00～21:00 有 047-352-8811
6194 当代島公民館 ホール 浦安市 当代島2-14-1 毎日 9:00～21:00 有 047-382-1700
6195 日の出公民館 ホール 浦安市 日の出4-1-1 毎日 9:00～21:00 有 047-355-8831
6196 中央図書館 ホール 浦安市 猫実1-2-1 毎日 10:00～18:00 有 047-352-4646

6197 集合事務所 ホール 浦安市 猫実1-12-38
月、水、木、金、土、日（第
３金曜日を除く）

9:00～20:30 有 047-700-6203

6198 浦安市斎場 事務室 浦安市 千鳥15-3 毎日（友引を除く） 9:00～17:00 有 047-316-3611
6199 青少年交流活動センター ホール 浦安市 日の出7-2-1 毎日 24時間 有 047-316-5777
6200 郷土博物館 ホール 浦安市 猫実1-2-7 火～日 9:30～16:30 有 047-305-4300

6201 浦安小学校 体育館前 浦安市 猫実4-9-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-351-2362

6202 浦安小学校 校舎内 浦安市 猫実4-9-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-351-2362

6203 南小学校 体育館前 浦安市 堀江5-4-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-352-1802

6204 南小学校 校舎内 浦安市 堀江5-4-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-352-1802

6205 北部小学校 体育館前 浦安市 北栄3-20-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-351-0961

6206 北部小学校 校舎内 浦安市 北栄3-20-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-351-0961

6207 見明川小学校 体育館前 浦安市 弁天3-1-2
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-352-6880

6208 見明川小学校 校舎内 浦安市 弁天3-1-2
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-352-6880

6209 富岡小学校 体育館前 浦安市 富岡1-1-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-353-2360

6210 富岡小学校 校舎内 浦安市 富岡1-1-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-353-2360

6211 美浜南小学校 体育館前 浦安市 美浜3-15-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-353-7770

6212 美浜南小学校 校舎内 浦安市 美浜3-15-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-353-7770

6213 東小学校 体育館前 浦安市 猫実1-11-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-353-8504

6214 東小学校 校舎内 浦安市 猫実1-11-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-353-8504

6215 舞浜小学校 体育館前 浦安市 舞浜2-1-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-353-0111

6216 舞浜小学校 校舎内 浦安市 舞浜2-1-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-353-0111

6217 美浜北小学校 体育館前 浦安市 美浜5-12-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-351-6444

6218 美浜北小学校 校舎内 浦安市 美浜5-12-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-351-6444

6219 日の出小学校 体育館前 浦安市 日の出3-1-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-355-6300

6220 日の出小学校 校舎内 浦安市 日の出3-1-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-355-6300

6221 明海小学校 体育館前 浦安市 明海2-13-4
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-380-8600



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

6222 明海小学校 校舎内 浦安市 明海2-13-4
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-380-8600

6223 高洲小学校 体育館前 浦安市 高洲4-2-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-350-1536

6224 高洲小学校 校舎内 浦安市 高洲4-2-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-350-1536

6225 日の出南小学校 体育館前 浦安市 日の出5-4-4
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-355-9061

6226 日の出南小学校 校舎内 浦安市 日の出5-4-4
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-355-9061

6227 明海南小学校 体育館前 浦安市 明海5-5-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-382-1751

6228 明海南小学校 校舎内 浦安市 明海5-5-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-382-1751

6229 高洲北小学校 体育館前 浦安市 高洲2-2-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-381-8303

6230 高洲北小学校 校舎内 浦安市 高洲2-2-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-381-8303

6231 浦安中学校 体育館前 浦安市 海楽2-36-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-351-2686

6232 浦安中学校 校舎内 浦安市 海楽2-36-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-351-2686

6233 堀江中学校 体育館前 浦安市 富士見2-19-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-352-7272

6234 堀江中学校 校舎内 浦安市 富士見2-19-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-352-7272

6235 見明川中学校 体育館前 浦安市 弁天3-1-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-353-7768

6236 見明川中学校 校舎内 浦安市 弁天3-1-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-353-7768

6237 入船中学校 体育館前 浦安市 入船3-66-3
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-353-8502

6238 入船中学校 校舎内 浦安市 入船3-66-3
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-353-8502

6239 富岡中学校 体育館前 浦安市 富岡1-23-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-352-8477

6240 富岡中学校 校舎内 浦安市 富岡1-23-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-352-8477

6241 美浜中学校 体育館前 浦安市 美浜5-12-2
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-354-1199

6242 美浜中学校 校舎内 浦安市 美浜5-12-2
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-354-1199

6243 日の出中学校 体育館前 浦安市 日の出3-1-2
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-380-7100

6244 日の出中学校 校舎内 浦安市 日の出3-1-2
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-380-7100

6245 明海中学校 体育館前 浦安市 明海5-5-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-382-1401

6246 明海中学校 校舎内 浦安市 明海5-5-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-382-1401

6247 ビーナスプラザ 建物内 浦安市 千鳥15-2 火～日 9:00～17:00 有 047-382-8787



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
6248 浦安市運動公園球技場 管理棟 浦安市 舞浜2-27 毎日 9:00～21:00 有 047-350-9827
6249 浦安市運動公園アーチェリー場 管理棟 浦安市 舞浜2-27 毎日 9:00～21:00 有 047-350-9827
6250 浦安市運動公園スポーツコート 管理棟 浦安市 舞浜2-27 毎日 9:00～21:00 有 047-350-9827
6251 浦安市運動公園軟式野球場 管理棟 浦安市 舞浜2-27 毎日 9:00～21:00 有 047-350-9827
6252 浦安市運動公園軟式野球場 管理棟 浦安市 舞浜2-27 毎日 9:00～21:00 有 047-350-9827
6253 浦安市中央公園球技場 管理棟 浦安市 富岡4-25 毎日 9:00～21:00 有 047-351-9242
6254 浦安市高洲中央公園球技場 管理棟 浦安市 高洲4-1-1 毎日 9:00～19:00 有 047-353-7778
6255 浦安市高洲太陽の丘公園テニスコート 管理棟 浦安市 高洲2-7-1 毎日 9:00～21:00 有 047-350-0485
6256 北部小学校地区児童育成クラブ クラブ内 浦安市 北栄3-20-3 毎日 15:00～19:00 有 047-351-1782
6257 北部小学校地区児童育成クラブ分室 クラブ内 浦安市 北栄3-20-3 毎日 15:00～19:00 有 047-351-1782
6258 南小学校地区児童育成クラブ クラブ内 浦安市 堀江5-4-1 毎日 15:00～19:00 有 047-352-1697
6259 南小学校地区児童育成クラブ分室 クラブ内 浦安市 堀江2-23-21 毎日 15:00～19:00 有 047-350-3415
6260 入船北小学校地区児童育成クラブ クラブ内 浦安市 入船6-9-2 毎日 15:00～19:00 有 047-354-0466
6261 入船南小学校地区児童育成クラブ クラブ内 浦安市 入船3-66-1 毎日 15:00～19:00 有 047-352-1415
6262 舞浜小学校地区児童育成クラブ クラブ内 浦安市 舞浜2-1-1 毎日 15:00～19:00 有 047-352-3615
6263 東小学校地区児童育成クラブ クラブ内 浦安市 猫実1-11-1 毎日 15:00～19:00 有 047-350-4424
6264 東小学校 地区児童育成クラブ北栄分室 クラブ内 浦安市 北栄4-1-17 毎日 15:00～19:00 有 047-382-2324
6265 日の出小学校地区児童育成クラブ クラブ内 浦安市 日の出2-11-1 毎日 15:00～19:00 有 047-380-0666
6266 日の出南小学校地区児童育成クラブ クラブ内 浦安市 日の出5-4-3 毎日 15:00～19:00 有 047-305-1345
6267 明海小学校地区児童育成クラブ クラブ内 浦安市 明海2-13-1 毎日 15:00～19:00 有 047-305-0220
6268 明海南小学校地区児童育成クラブ クラブ内 浦安市 明海5-5-1 毎日 15:00～19:00 有 047-382-2901
6269 富岡小学校地区児童育成クラブ クラブ内 浦安市 富岡1-1-1 毎日 15:00～19:00 有 047-352-7400
6270 東野小学校地区児童育成クラブ クラブ内 浦安市 東野1-7 毎日 15:00～19:00 有 047-380-4325
6271 美浜南小学校地区児童育成クラブ クラブ内 浦安市 美浜3-15-1 毎日 15:00～19:00 有 047-350-6624
6272 美浜北小学校児童育成クラブ クラブ内 浦安市 美浜5-12-1 毎日 15:00～19:00 有 047-351-6050
6273 高洲小学校地区児童育成クラブ クラブ内 浦安市 高洲4-2-8 毎日 15:00～19:00 有 047-351-1015
6274 高洲北小学校地区児童育成クラブ クラブ内 浦安市 高洲2-5-2 毎日 15:00～19:00 有 047-381-5201
6275 浦安市立当代島保育園 職員室 浦安市 当代島1-25-2 月～土（祝日を除く) 7:00～19:00 有 047-352-1866
6276 浦安市立猫実保育園 職員室 浦安市 北栄3-31-14 月～土（祝日を除く) 7:00～19:00 有 047-353-2152
6277 浦安市立入船保育園 職員室 浦安市 入船6-9-1 月～土（祝日を除く) 7:00～19:00 有 047-353-6992
6278 浦安市立富岡保育園 職員室 浦安市 富岡3-1-6 月～土（祝日を除く) 7:00～19:00 有 047-351-5335
6279 浦安市立東野保育園 職員室 浦安市 東野1-7-2 月～土（祝日を除く) 7:00～19:00 有 047-350-4321
6280 浦安市立日の出保育園 職員室 浦安市 日の出2-11-1 月～土（祝日を除く) 7:00～19:00 有 047-380-0880
6281 浦安市立高洲保育園 職員室 浦安市 高洲2-3-4 月～土（祝日を除く) 7:00～19:00 有 047-305-1313
6282 浦安市立海園の街保育園 職員室 浦安市 明海3-2-12 月～土（祝日を除く) 7:00～19:00 有 047-316-8688
6283 浦安市立弁天保育園 職員室 浦安市 弁天1-1-28 月～土（祝日を除く) 7:00～19:00 有 047-316-8841
6284 浦安市立浦安駅前保育園 職員室 浦安市 猫実4-19-24 月～土（祝日を除く) 7:00～19:00 有 047-381-7802
6285 浦安市立ふたば保育園 職員室 浦安市 北栄4-1-16 月～土（祝日を除く) 7:00～19:00 有 047-723-2828
6286 浦安市立入船北保育園 職員室 浦安市 入船4-34-1 月～土（祝日を除く) 7:00～19:00 有 047-316-6665
6287 浦安市立青葉幼稚園 職員室 浦安市 当代島3-12-1 月～金（祝日を除く） 9:00～14:00 有 047-351-2688
6288 浦安市立神明幼稚園 職員室 浦安市 猫実1-18-43 月～金（祝日を除く） 9:00～14:00 有 047-351-4844
6289 浦安市立見明川幼稚園 職員室 浦安市 弁天3-1-3 月～金（祝日を除く） 9:00～14:00 有 047-352-8880
6290 浦安市立富岡幼稚園 職員室 浦安市 富岡1-1-2 月～金（祝日を除く） 9:00～14:00 有 047-353-2359
6291 浦安市立入船南幼稚園 職員室 浦安市 入船3-66-2 月～金（祝日を除く） 9:00～14:00 有 047-353-8501
6292 浦安市立日の出幼稚園 職員室 浦安市 日の出2-15-1 月～金（祝日を除く） 9:00～14:00 有 047-355-6333
6293 墓地公園 管理棟 浦安市 日の出8-1-2 毎日 8:00～17:00 有 047-380-2220

6294 東野プール 救護室 浦安市 東野2-18-1
※7月8月のみ開場 第1、第3
水曜日は休場

9:00～16:30 有 047-352-6891

6295 浦安どろんこ保育園 園内 浦安市 堀江1-34-29
月～土曜日（祝日、年末年始
除く）

7:00～20:00 有 047-318-2233



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

6296 高洲海浜公園 公園内 浦安市 高洲9-18
毎日（休業日第一、三週の火
曜日及び年末年始）

9:00～17:00 有 047-382-0382

6297 明海球技場 管理棟 浦安市 明海2-1 毎日（年末年始以外） 9:00～21:00 有 047-350-8026

6298 適応指導教室 施設内 浦安市 猫実2-1-1
月曜日から金曜日（祝日除
く）

9:30～15：30 有 047-351-1151

6299 浦安市ワークステーション 施設内 浦安市 千鳥15-5
月曜日から金曜日、第２・４
土曜日（祝日除く）

9:00～17：30 有 047-304-6200

6300 堀江四丁目自治会集会所 施設内 浦安市 堀江4-2-1 使用時のみ 使用時のみ 有
6301 猫実東自治会集会所 施設内 浦安市 猫実2-20-33 使用時のみ 使用時のみ 有
6302 猫実三丁目自治会集会所 施設内 浦安市 猫実3-7-25 使用時のみ 使用時のみ 有
6303 猫実四丁目自治会集会所 施設内 浦安市 猫実4-14-5 使用時のみ 使用時のみ 有
6304 第８区自治会集会所 施設内 浦安市 猫実5-4-28 使用時のみ 使用時のみ 有
6305 第九区自治会集会所 施設内 浦安市 当代島2-8-21 使用時のみ 使用時のみ 有
6306 富岡自治会集会所 施設内 浦安市 富岡4-25-1 使用時のみ 使用時のみ 有
6307 第３富岡自治会集会所 施設内 浦安市 富岡1-13-1 使用時のみ 使用時のみ 有
6308 海楽南自治会集会所 施設内 浦安市 海楽1-16-6 使用時のみ 使用時のみ 有
6309 入船自治会集会所 施設内 浦安市 入船4-27-5 使用時のみ 使用時のみ 有
6310 東野自治会集会所 施設内 浦安市 東野2-19-1 使用時のみ 使用時のみ 有
6311 今川記念館自治会集会所 施設内 浦安市 今川1-9-1 使用時のみ 使用時のみ 有
6312 見明川自治会集会所 施設内 浦安市 弁天3-2-93 使用時のみ 使用時のみ 有
6313 パークシティー弁天自治会集会所 施設内 浦安市 弁天2-19-1 使用時のみ 使用時のみ 有
6314 富士見三丁目自治会集会所 施設内 浦安市 富士見3-11-26 使用時のみ 使用時のみ 有
6315 富士見二丁目自治会集会所 施設内 浦安市 富士見2-10-12 使用時のみ 使用時のみ 有
6316 美浜１５自治会集会所 施設内 浦安市 美浜4-7-17 使用時のみ 使用時のみ 有
6317 海楽中央自治会集会所 施設内 浦安市 海楽2-36-4 使用時のみ 使用時のみ 有
6318 堀江中央自治会集会所 施設内 浦安市 堀江6-11-43 使用時のみ 使用時のみ 有
6319 美浜１６自治会集会所 施設内 浦安市 美浜4-16-7 使用時のみ 使用時のみ 有
6320 コモンシティ浦安自治会集会所 施設内 浦安市 東野3-31-10 使用時のみ 使用時のみ 有
6321 パークシティ舞浜自治会集会所 施設内 浦安市 舞浜2-39-2 使用時のみ 使用時のみ 有
6322 高洲自治会集会所 施設内 浦安市 高洲1-15-16 使用時のみ 使用時のみ 有
6323 ベイシティ浦安自治会集会所 施設内 浦安市 日の出1-4-1 使用時のみ 使用時のみ 有
6324 海風の街自治会集会所 施設内 浦安市 日の出1-3-9 使用時のみ 使用時のみ 有
6325 舞浜三丁目自治会集会所 施設内 浦安市 舞浜3-20-10 使用時のみ 使用時のみ 有
6326 潮音の街自治会集会所 施設内 浦安市 高洲6-1-12 使用時のみ 使用時のみ 有
6327 堀江一丁目自治会集会所 施設内 浦安市 堀江1-24-10 使用時のみ 使用時のみ 有
6328 堀江三丁目自治会集会所 施設内 浦安市 堀江3-1-11 使用時のみ 使用時のみ 有
6329 グランファースト新浦安自治会集会所 施設内 浦安市 明海5-3-2 使用時のみ 使用時のみ 有
6330 ダンロップスポーツクラブ浦安 1Ｆ 浦安市 今川4-1-37 9:00～22:00 無 047-354-7552
6331 東京ベイ舞浜ホテル クラブリゾート 3Fフロント 浦安市 舞浜1-7 毎日 24時間 無 047-355-2411
6332 エデンの園 ケアセンター内 浦安市 日の出1-2-1 毎日 24時間 有 047-381-4890
6333 アトレ新浦安 ２階インフォメーション横 浦安市 入船1-1-1 毎日 10:00～22:00 無 047-390-6800
6334 ローソン 浦安北栄店 店舗内 浦安市 北栄４－２０－１ 毎日 24時間 有 047-380-2306
6335 ローソン 浦安見明川店 店舗内 浦安市 弁天３－２－９７ 毎日 24時間 有 047-316-8661
6336 ローソン 浦安富士見店 店舗内 浦安市 富士見１－１４－３４ 毎日 24時間 有 047-381-5677
6337 ローソン 新浦安駅前店 店舗内 浦安市 美浜１－９－２ 毎日 24時間 有 047-304-5557
6338 ローソン 浦安入船店 店舗内 浦安市 入船２－３－２ 毎日 24時間 有 047-304-5781
6339 ローソン 舞浜店 店舗内 浦安市 富士見３－２３－５ 毎日 24時間 有 047-381-0530
6340 セブンイレブン 浦安当代島店 店舗内 浦安市 当代島３－４－１ 毎日 24時間 有 047-353-3464
6341 セブンイレブン 浦安駅南口店 店舗内 浦安市 北栄１－１６－１７ 毎日 24時間 有 047-355-3600
6342 セブンイレブン 浦安北栄３丁目店 店舗内 浦安市 北栄３－９－１６ 毎日 24時間 有 047-350-3821
6343 セブンイレブン 浦安猫実２丁目店 店舗内 浦安市 猫実２－３３－１５ 毎日 24時間 有 047-380-1804



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
6344 セブンイレブン 浦安堀江東店 店舗内 浦安市 堀江2-13-10 毎日 24時間 有 047-351-5171
6345 セブンイレブン 浦安堀江６丁目店 店舗内 浦安市 堀江６－１－４５ 毎日 24時間 有 047-350-6668
6346 セブンイレブン 浦安海楽店 店舗内 浦安市 海楽２－４－１ 毎日 24時間 有 047-351-9766
6347 セブンイレブン 浦安富士見店 店舗内 浦安市 富士見１－１７－６ 毎日 24時間 有 047-354-3956
6348 セブンイレブン 浦安富士見４丁目店 店舗内 浦安市 富士見４－３－２１ 毎日 24時間 有 047-355-0448
6349 マツモトキヨシ 新浦安美浜店 店舗内 浦安市 美浜1-7-1 毎日 10:00～24:00 無 047-316-3840
6350 セブンイレブン 浦安入船４丁目店 店舗内 浦安市 入船４－９－１ 毎日 24時間 有 047-305-1217
6351 セブンイレブン 浦安明海５丁目店 店舗内 浦安市 明海５－１－１ 毎日 24時間 有 047-351-8211
6352 セブンイレブン 浦安今川４丁目店 店舗内 浦安市 今川４－１－１ 毎日 24時間 有 047-305-3858
6353 セブンイレブン 浦安高洲２丁目店 店舗内 浦安市 高洲２－４－１０ 毎日 24時間 有 047-352-3018
6354 セブンイレブン 浦安鉄鋼通り店 店舗内 浦安市 鉄鋼通り１－１－１ 毎日 24時間 有 047-380-8760
6355 セブンイレブン 浦安舞浜店 店舗内 浦安市 舞浜２－４６－１ 毎日 24時間 有 047-355-3755
6356 舞浜倶楽部 新浦安 正面玄関 浦安市 高洲1-2-1 毎日 24時間 無 047-304-2400

6357 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6358 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6359 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6360 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6361 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6362 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6363 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6364 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6365 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632



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

6366 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6367 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6368 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6369 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6370 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6371 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6372 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6373 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6374 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6375 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6376 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6377 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632



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

6378 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6379 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6380 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6381 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6382 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6383 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6384 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6385 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6386 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6387 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6388 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6389 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632



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

6390 東京ディズニーランド

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6391 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6392 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6393 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6394 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6395 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6396 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6397 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6398 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6399 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6400 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6401 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632



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

6402 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6403 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6404 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6405 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6406 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6407 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6408 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6409 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6410 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6411 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6412 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6413 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632



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

6414 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6415 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6416 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6417 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6418 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6419 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6420 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6421 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6422 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6423 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6424 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6425 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632



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

6426 東京ディズニーシー

施設内各所（マップ上のAEDマークの位
置は実際の設置位置を示すものではあり
ません。ご使用の際は従業員にお声掛け
ください）

浦安市 舞浜2-2
毎日利用可能（上記電話番号
の受付時間は９：００～１
９：００）

パーク営業時間内 有 0570-00-8632

6427 みのり保育園 園内 浦安市 猫実2-4-7 月～土（祝日を除く) 7:00～19:00 有 047-351-5993
6428 しおかぜ保育園 園内 浦安市 富士見4-12-15 月～土（祝日を除く) 7:00～20:00 有 047-306-5501
6429 ポピンズナーサリースクール浦安 3F 園内 浦安市 北栄3-27 月～土（祝日を除く) 7:00～20:00 有 047-711-2611
6430 愛和元町保育園 園内 浦安市 堀江5-20-11 月～土（祝日を除く) 7:00～20:00 有 047-353-5410
6431 アスク舞浜保育園 園内 浦安市 富士見5-24-5 月～土（祝日を除く) 7:00～20:00 有 047-306-2300
6432 たかし保育園新浦安 園内 浦安市 入船5-46-1 月～土（祝日を除く) 7:00～20:00 有 047-353-5151
6433 新浦安こどもの木保育園 園内 浦安市 美浜3-25-18 月～土（祝日を除く) 7:00～20:00 有 047-306-5020
6434 アップルナースリー浦安保育園 3F 園内 浦安市 北栄1-11-24 月～土（祝日を除く) 7:00～22:00 有 047-352-2631
6435 高洲マミー保育園 園内 浦安市 高洲5-1 月～土（祝日を除く) 7:00～21:00 有 047-350-3639
6436 浦安幼稚園 園内 浦安市 富岡3-3-1 月～金（祝日を除く） 7:30～18:30 有 047-354-1266
6437 吹上幼稚園 園内 浦安市 富士見5-10-1 月～土（祝日を除く) 10:00～14:00 有 047-351-9121
6438 聖徳大学付属浦安幼稚園 園内 浦安市 日の出5-4-1 月～土（祝日を除く) 7:00～19:00 有 047-721-8181
6439 暁星国際学園新浦安幼稚園 園内 浦安市 高洲4-2-20 月～金（祝日を除く） 9:00～18:00 有 047-304-1152
6440 渋谷教育学園浦安幼稚園 園内 浦安市 高洲2-3-1 月～土（祝日を除く) 7:00～18:00 有 047-304-1221
6441 渋谷教育学園浦安こども園 園内 浦安市 明海5-4-2 月～土（祝日を除く) 7:00～20:00 有 047-304-1220
6442 ミニストップ 堀江4丁目店 店舗内 浦安市 堀江4-36-50 毎日 24時間 有 047-353-1711
6443 サンクス 浦安北栄四丁目店 店舗内 浦安市 北栄4-28-11 毎日 24時間 有 047-304-2821
6444 スリーエフ 浦安堀江店 店舗内 浦安市 堀江1-33-14 毎日 24時間 有 047-304-6851
6445 スリーエフ 浦安舞浜店 店舗内 浦安市 富士見4-15-21 毎日 24時間 有 047-305-1677
6446 デイリーヤマザキ 浦安千鳥店 店舗内 浦安市 千鳥12-7 毎日 24時間 有 047-305-0204
6447 デイリーヤマザキ 浦安舞浜店 店舗内 浦安市 富士見3-11-1 毎日 24時間 有 047-350-5900
6448 セブンイレブン 湾岸浦安インター店 店舗内 浦安市 弁天4-21-1 毎日 24時間 有 047-352-5571
6449 セブンイレブン 当代島1丁目店 店舗内 浦安市 当代島1-14-15 毎日 24時間 有 047-351-8070
6450 セブンイレブン 浦安海楽1丁目店 店舗内 浦安市 海楽1-5-39 毎日 24時間 有 047-380-7755
6451 セブンイレブン 北栄2丁目店 店舗内 浦安市 北栄2-16-12 毎日 24時間 有 047-352-1288
6452 ダイエー 浦安駅前店 ２階店舗内 浦安市 北栄3-27-13 毎日 7:00～25:00 有 047-355-4147
6453 イトーヨーカドー 新浦安店 店舗内 浦安市 明海4-1-1 毎日 10:00～22:00 有 047-304-1211
6454 オーケーストア 浦安店 店舗内 浦安市 東野1-2-33 毎日 8:30～21:30 無 047-355-0141
6455 オーケーストア 新浦安店 店舗内 浦安市 高洲5-3-1 毎日 8:45～21:30 無 047-316-5391
6456 ケーズデンキ 新浦安店 ２階 浦安市 日の出4-1-8 毎日 10:00～21:00 有 047-390-6720
6457 とんでん 浦安店 店舗内 浦安市 東野1-1-41 毎日 10:00～24:30 有 047-350-3131
6458 了徳寺大学 体育館 浦安市 明海5-8-1 8:00～17:15 有 047-382-2111
6459 了徳寺大学 保健室 浦安市 明海5-8-1 8:00～17:15 有 047-382-2111
6460 了徳寺大学 ２階 浦安市 明海5-8-1 8:00～17:15 有 047-382-2111
6461 了徳寺大学 スポーツパーク 浦安市 明海5-8-1 8:00～17:15 有 047-382-2111
6462 サミット ライフガーデン浦安富岡店 店舗内 浦安市 富岡3-2-2 毎日 9:00～22:00 無 047-306-3330
6463 ウエルシア ライフガーデン新浦安店 店舗内 浦安市 富岡3-2-2 毎日 9:00～23:00 無 047-304-3786
6464 ヤオコー 浦安東野店 １階 無料給水所脇 浦安市 東野2-29-33 毎日 9:30～21:45 有 047-306-4811
6465 ウエルシア薬局 浦安駅前店 店舗内 浦安市 当代島1-1-23 毎日 9:00～23:00 無 047-316-8608
6466 くすりの福太郎 浦安北栄店 店舗内 浦安市 北栄1-3-34 毎日 9:00～22:00 有 047-390-0201
6467 マツモトキヨシ 浦安東野店 店舗内 浦安市 東野1-1-43 毎日 9:00～24:00 有 047-350-0778
6468 マツモトキヨシ 浦安南口駅前店 店舗内 浦安市 北栄1-16-18 毎日 9:00～22:30 無 047-306-2260
6469 特別養護老人ホーム ホール 浦安市 高洲9-3-1 毎日 24時間 有 047-382-2943
6470 特別養護老人ホーム ホール 浦安市 高洲9-3-1 毎日 24時間 有 047-382-2943

6471 入船北小学校 体育館前 浦安市 入船5-45-1
平日18:00～21:00 土日
9:00～21:00

有 047-353-7769



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

6472 浦安市交通公園 管理室 浦安市 美浜2-15-1
毎日（休園日を除く） 休園
日…月曜日（月曜が祝日の場
合はその翌日）、12/28～1/4

9:00～16:30 有 047-351-4083

6473 見明川地区児童育成クラブ クラブ内 浦安市 弁天3-1-2 毎日 15:00～19:00 有 047-351-1633
6474 浦安小学校地区児童育成クラブ クラブ内 浦安市 猫実4-9-1 毎日 15:00～19:00 有 047-351-1990
6475 ホテルオークラ Ｂ１Ｆ防災センター 浦安市 舞浜1-8 毎日 24時間 無 047-355-3333
6476 ホテルドリームゲート舞浜 2Ｆフロント 浦安市 舞浜26-5 毎日 24時間 無 047-351-0180
6477 ホテルエミオン 1Fフロント裏 浦安市 日の出1-1-1 毎日 24時間 有 047-304-2726
6478 浦安ブライトンホテル １F 浦安市 美浜1-9 毎日 24時間 有 047-355-7777
6479 浦安ブライトンホテル ２F 浦安市 美浜1-9 毎日 24時間 有 047-355-7777
6480 浦安ブライトンホテル ４F 浦安市 美浜1-9 毎日 24時間 有 047-355-7777
6481 湯巡り万華鏡 1Fフロント 浦安市 日の出7-3-12 毎日 24時間 無 047-304-4126
6482 舞浜ユーラシア 1Fフロント 浦安市 千鳥13-20 毎日 24時間 有 047-351-4126
6483 舞浜ユーラシア 4F 救護室 浦安市 千鳥13-20 毎日 24時間 有 047-351-4126
6484 ショッパーズプラザ新浦安 防災センター 浦安市 入船1-4-1 毎日 9:00～21:00 有 -
6485 新虎の門クリニック クリニック内 浦安市 入船1-4-1 ﾀﾞｲｴｰﾋﾞﾙ8F 毎日（祝日を除く） 9:00～18:00 土日は17:00 無 047-381-2090

6486 小林クリニック クリニック内 浦安市 入船1-4-1 ﾀﾞｲｴｰﾋﾞﾙ8F
月、火、水、金、土（祝日を
除く）

10:00～19:00 無 047-381-2200

6487 東京ベイ・浦安市川医療センター 病院内 浦安市 当代島3-4-32 毎日 24時間 有 047-351-3101
6488 ＪＲ 新浦安駅 事務室前 浦安市 入船１－１－１ 毎日 5:00～0:30 有 047-355-2264
6489 スポーツクラブルネッサンス浦安 2Ｆフロント付近 浦安市 北栄2-6-18 月、火、水、木、土、日 9:30～23:00 有 047-304-6133
6490 東西線浦安駅 事務室前 浦安市 北栄1-13 毎日 5:00～0:30 有 047-351-6331
6491 東京ベイ舞浜ホテル １Fフロント 浦安市 舞浜1-8 毎日 24時間 有 047-355-1222
6492 浦安中央病院 1Ｆホール 浦安市 富岡3-2-6 毎日 24時間 無 047-352-2115
6493 浦安ビューフォートホテル 1Fロビー 浦安市 猫実4-18-28 毎日 24時間 有 047-355-8888
6494 パチンコ プリンス浦安店 1Ｆカウンター脇 浦安市 猫実4-7-15 毎日 10:00～22:45 無 -
6495 （株）メディセオ 事務室 浦安市 港76-1 9:00～17:00 無 047-305-1800
6496 京葉銀行新浦安支店 1F 浦安市 美浜1-8-1 月～金（祝日を除く） 9:00～15:00 有 047-354-1001
6497 京葉銀行富岡支店 1F 浦安市 富岡3-2-3 月～金（祝日を除く） 9:00～15:00 無 047-352-5151
6498 サンルートホテル 1Ｆフロント 浦安市 舞浜1-6 24時間 有 047-355-1111
6499 サンルートホテル 2Ｆ宴会場クローク 浦安市 舞浜1-6 毎日 24時間 有 047-355-1111
6500 ヒルトンホテル 1F フロント 浦安市 舞浜1-8 毎日 24時間 有 047-355-5000
6501 ヒルトンホテル スポーツジム 浦安市 舞浜1-8 毎日 24時間 有 047-355-5000
6502 シェラトンホテル 1Ｆ従業員入口 浦安市 舞浜1-9 毎日 24時間 有 047-355-5555
6503 シェラトンホテル 2Ｆフロントロビー 浦安市 舞浜1-9 毎日 24時間 有 047-355-5555
6504 パームテラスホテル 1Ｆカウンター後ろ事務室 浦安市 日の出7-7-1 毎日 24時間 有 047-353-1234
6505 ファウンテンテラスホテル 1Ｆカウンター後ろ事務室 浦安市 明海7-1-1 毎日 24時間 有 047-353-1234
6506 順天堂浦安病院 病院内 浦安市 富岡2-1-1 毎日 24時間 有 047-353-3111
6507 明海大学 スポーツジム・事務室 浦安市 明海1-2 8:00～17:15 無 -
6508 ＪＲ 舞浜駅 事務室 浦安市 舞浜26-5 毎日 5:00～0:30 有 047-355-5333
6509 ＪＲ 舞浜駅 北口出口前 浦安市 舞浜26-5 毎日 5:00～0:30 有 047-355-5333
6510 イクスピアリ 施設内 浦安市 舞浜1-4 毎日 10:00～23:00 有 047-305-2525
6511 アンバサダーホテル 1Fカウンター後ろ事務室 浦安市 舞浜2-11 毎日 24時間 有 047-305-1111
6512 東海大浦安高校 保健室 浦安市 東野3-11-1 8:00～17:15 無 -
6513 東海大浦安高校 体育館 浦安市 東野3-11-1 8:00～17:15 無 -
6514 東海大浦安高校 職員室 浦安市 東野3-11-1 8:00～17:15 無 -
6515 ホテルミラコスタ 1Fカウンター後ろ事務室 浦安市 舞浜1-13 毎日 24時間 有 047-305-2222
6516 東京学館浦安高校 4F 浦安市 高洲1-23-1 8:00～17:15 無 047-353-8821
6517 東京学館浦安高校 2Ｆ 浦安市 高洲1-23-1 8:00～17:15 無 047-353-8821
6518 東京学館浦安高校 1F 浦安市 高洲1-23-1 8:00～17:15 無 047-353-8821
6519 セブンイレブン 浦安美浜店 店舗内 浦安市 美浜1-7-1 毎日 24時間 有 047-353-1760



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
6520 サンクス 浦安駅前店 店舗内 浦安市 北栄1-13-17 毎日 24時間 有 047-316-8008
6521 四街道高等学校 体育館脇外ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ側 四街道市 四街道市鹿渡809-2 月～日 終日 無 043-422-6215
6522 四街道高等学校 職員玄関内側 四街道市 四街道市鹿渡809-2 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 043-422-6215
6523 四街道北高等学校 体育館内ミーティングルーム棚 四街道市 四街道市栗山1055-4 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 043-422-1788
6524 千葉盲学校 職員室前 四街道市 四街道市大日468-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 有 043-422-0231
6525 千葉盲学校（寄宿舎） 事務室前 四街道市 四街道市大日522 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 有 043-422-1171
6526 四街道特別支援学校 管理棟事務室前 四街道市 四街道市鹿渡934-45 月～金 土日祝日は利用不可 8:10～16:40 有 043-422-2609
6527 四街道警察署 １階 四街道市 和良比６３５－５ 毎日利用可能 終日 有 043-432-0110

6528 総合公園多目的運動場 管理棟 四街道市 四街道市和田161 火～日
（夏）8:30～15:15（冬）
7:30～16:15

有 043-433-1111

6529 総合公園野球場 管理棟 四街道市 四街道市和田161 火～日
（夏）8:30～15:15（冬）
7:30～16:15

有 043-433-1111

6530 総合公園キャンプ場 管理棟 四街道市 四街道市和田161 火～日
（夏）8:30～15:15（冬）
7:30～16:15

有 043-433-1111

6531 中央公園 管理棟 四街道市 鹿渡無番地 月、火、木、金、土、日
（夏）8:30～15:15（冬）
7:30～16:15

有 043-422-9923

6532 武道館 剣道場内 四街道市 鹿渡無番地 月、火、木、金、土、日 9:00～17:00 有 043-422-9923
6533 市営霊園 事務室 四街道市 内黒田１０１０ 月～金 8:30～17:15 有 043-422-8411

6534 美しが丘近隣公園 管理棟 四街道市 美しが丘2ー1 月、水、木、金、土、日
（夏）8:30～15:15（冬）
7:30～16:15

無 043-432-4421

6535 千代田近隣公園 管理棟 四街道市 千代田5ー28 月、水、木、金、土、日
（夏）8:30～15:15（冬）
7:30～16:15

無 043-424-1954

6536 鷹の台近隣公園 管理棟 四街道市 鷹の台2ー36 月、水、木、金、土、日
（夏）8:30～15:15（冬）
7:30～16:15

無 043-237-4142

6537 わらび近隣公園 管理棟 四街道市 めいわ2ー12 月、水、木、金、土、日
（夏）8:30～15:15（冬）
7:30～16:15

有 043-433-2722

6538 池花近隣公園 管理棟 四街道市 池花2ー25 月、火、木、金、土、日
（夏）8:30～15:15（冬）
7:30～16:15

無 043-424-5504

6539 四街道市役所 本館１階ロビー 四街道市 鹿渡無番地 月～金 8:30～17:15 無 043-421-2111
6540 四街道市文化センター １階ホール 四街道市 大日396 火～日 9:00～21:00 無 043-423-1618
6541 四街道市南部総合福祉センター わろうべの里 １階ロビー 四街道市 和良比635-4 毎日（第４月曜日を除く） 9:00～17:00 無 043-433-6201
6542 四街道市温水プール 1階ロビー 四街道市 山梨2027 火～日 12:00～20:00 有 043-432-6410
6543 旭中学校 職員玄関 四街道市 南波佐間267 月～金 8:00～16:45 有 043-432-8451
6544 四街道中学校 職員室 四街道市 めいわ1-3 月～金 8:00～16:45 有 043-433-3636
6545 四街道西中学校 職員室 四街道市 大日23 月～金 8:00～16:45 有 043-421-2081
6546 四街道北中学校 校長室 四街道市 栗山1055 月～金 8:00～16:45 有 043-422-5101
6547 千代田中学校 職員室前廊下 四街道市 千代田5-27 月～金 8:00～16:45 有 043-423-4611
6548 鹿放ヶ丘ふれあいセンター 1階入り口付近 四街道市 鹿放ヶ丘284-12 火～日 9:00～21:00 有 043-424-1577
6549 四街道市消防署 1階入口付近 四街道市 鹿渡934-26 月～日 24時間 有 043-422-2494
6550 四街道市消防署旭分署 1階入口付近 四街道市 みそら1-25 月～日 24時間 有 043-432-0119
6551 四街道市消防署千代田分署 1階入口付近 四街道市 千代田5-33 月～日 24時間 有 043-424-0119
6552 四街道公民館 事務室 四街道市 四街道1532-17 毎日（第４月曜日を除く） 9:00～21:00 有 043-422-2926
6553 旭公民館 事務室 四街道市 和田54-10 毎日（第４月曜日を除く） 9:00～21:00 有 043-422-6371
6554 千代田公民館 事務室 四街道市 もねの里3-20-30 毎日（第４月曜日を除く） 9:00～21:00 有 043-422-4151
6555 四街道小学校 職員室 四街道市 四街道1557 月～金 8:00～16:45 有 043-422-2726
6556 旭小学校 職員室 四街道市 山梨1485 月～金 8:00～16:45 有 043-432-8981
6557 南小学校 職員室 四街道市 物井1536 月～金 8:00～16:45 有 043-422-2905
6558 中央小学校 職員室 四街道市 鹿渡917 月～金 8:00～16:45 有 043-422-2138
6559 大日小学校 職員室 四街道市 大日978 月～金 8:00～16:45 有 043-422-2711
6560 八木原小学校 職員室 四街道市 千代田5-4 月～金 8:00～16:45 有 043-423-7611
6561 四和小学校 職員室 四街道市 和良比228 月～金 8:00～16:45 有 043-432-5411



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
6562 山梨小学校 職員室 四街道市 旭ヶ丘1-9-12 月～金 8:00～16:45 有 043-432-0506
6563 みそら小学校 職員室 四街道市 みそら2-13 月～金 8:00～16:45 有 043-432-1500
6564 栗山小学校 保健室 四街道市 つくし座3-1-8 月～金 8:00～16:45 有 043-422-3155
6565 和良比小学校 保健室前廊下 四街道市 美しが丘3-12 月～金 8:00～16:45 有 043-432-3780
6566 吉岡小学校 児童昇降口入り口正面 四街道市 鷹の台3-2 月～金 8:00～16:45 有 043-237-5990
6567 駅市民サービスセンター 事務室 四街道市 四街道1丁目 月～金 7:00～20:00 有 043-432-6226
6568 保健センター 事務室 四街道市 鹿渡無番地 月～金 8:30～17:15 有 043-421-6100
6569 図書館 事務室 四街道市 大日396 月～金 8:30～17:15 有 043-423-6443
6570 市役所第二庁舎 事務室 四街道市 鹿渡2001-10 月～金 8:30～17:15 有 043-424-8924
6571 企業庁舎 1階受付 四街道市 鹿渡無番地 月～金 8:30～17:15 有 043-421-3333
6572 中央保育所 事務室 四街道市 鹿渡895-33 月～土 7:00～19:00 有 043-423-0061
6573 中央保育所分園 事務室 四街道市 みそら2-13 月～土 7:00～19:00 有 043-433-4105
6574 千代田保育所 事務室 四街道市 千代田5-30 月～土 7:00～19:00 有 043-423-4872
6575 総合福祉センター 1階ロビー 四街道市 鹿渡無番地 月～金 8:30-17:15 有 043-422-2945
6576 ケアプラザ四街道 正面玄関 四街道市 中台511 月～金 8:30-17:30 無 043-433-0120
6577 ケアプラザ四街道 送迎バス内 四街道市 中台511 月～金 8:30-17:30 無 043-433-0120
6578 千葉敬愛高等学校内黒田グラウンド サッカー更衣室 四街道市 内黒田319-1 使用時のみ 使用時のみ 無 ―
6579 千葉敬愛高等学校内黒田グラウンド テニス更衣室 四街道市 内黒田319-1 使用時のみ 使用時のみ 無 ―
6580 国民保養センター 鹿島荘 １階 事務室 四街道市 みそら３－６２５－７ 火～日 10:00～17:00 有 043-432-8725
6581 あさひ園 事務室 四街道市 山梨1488-1 毎日 24時間 無 043-432-6382
6582 緑ヶ丘幼稚園 事務室 四街道市 大日３９３ 月～金 7:30～16:30 有 043-422-2230
6583 コープ四街道 - 四街道市 大日５４－１１ 043-423-4311
6584 関東電気保安協会千葉事業本部 正面玄関 四街道市 大日1793-1 月～金 10:00～17:00 無 043-424-8211
6585 （株）ダイナム 四街道店 カウンター周辺 四街道市 小名木124－4 店休日を除く 10:00～22:45 無 043-433-5751
6586 重車輛工業㈱千葉機材センター 事務室 四街道市 南波佐間405-1 月～金 8:30～17:30 無 043-420-5901
6587 あすみの丘 正面玄関 四街道市 大日1623-1 毎日 24時間 有 043-421-5188
6588 ミシュランタイヤ千葉販売㈱ １階 事務室 四街道市 小名木83-1 毎日 8:00～19:00 無 043-432-8000
6589 ㈱久永製作所 １階 事務室 四街道市 物井598 月～金 8:30～17:30 無 043-422-1721
6590 フォーレ １階 エスカレーター前 四街道市 鹿渡2002-10 毎日 10:00～18:00 無 043-421-0965
6591 ㈱イトーヨーカドー四街道店 防災センター 四街道市 中央5 毎日 9:00～21:00 有 043-422-1111
6592 ㈱イトーヨーカドー四街道店 救護室 四街道市 中央5 毎日 9:00～21:00 有 043-422-1111
6593 ㈱千葉ヤクルト工場 １階 見学ルーム 四街道市 和田166 月～土 8:00～16:30 有 043-432-8960
6594 千葉敬愛高等学校 １階事務室 四街道市 四街道1522 月～金 7:00～20:00 無 043-422-0131
6595 千葉敬愛高等学校 西側体育館 四街道市 四街道1522 月～金 7:00～20:00 無 043-422-0131
6596 千葉敬愛高等学校 東側体育館 四街道市 四街道1522 月～金 7:00～20:00 無 043-422-0131
6597 千葉敬愛高等学校 ５階廊下 四街道市 四街道1522 月～金 7:00～20:00 無 043-422-0131
6598 翠昴会身体障害者療護施設 永幸苑 医務室（夜間時:宿直室） 四街道市 上野199 毎日 24時間 有 043-432-2851
6599 ピクシーフォレスト 医務室（夜間時:宿直室） 四街道市 上野199 毎日 24時間 有 043-432-2851
6600 カーブス四街道大日 カウンター脇 四街道市 大日288-18 月～土 10:00～19:00 無 043-424-5570
6601 千葉銀行 四街道支店 １階ロビー 四街道市 鹿渡2001-8 月～金 9:00～15:00 無 043-422-1511
6602 つくし座クリニック 診療室 四街道市 つくし座2-2-3 月、火、水、金、土 9:00-18:00 無 043-421-0255
6603 綜合警備保障㈱四街道営業所 - 四街道市 和良比254-12小山ビル1階 043-433-8522
6604 チェリーコート四街道 診療室 四街道市 大日526-22 毎日 24時間 無 043-422-0321
6605 近藤歯科医院 診療室 四街道市 鹿渡933-296 月～金 9:00～18:00 有 043-422-6118
6606 あさひクリニック 診療室 四街道市 美しが丘1-18-7 月、火、木、金、土 9:00～18:00 無 043-433-8711
6607 かすや内科クリニック 診療室 四街道市 四街道1533-150 月、火、木、金、土 9:00～18:00 有 043-304-2210
6608 木村内科 診療室 四街道市 鹿渡728-17 月、火、水、金 9:00～18:00 無 043-433-1223
6609 栗山中央病院 ２階 手術室 四街道市 栗山906-1 火～日 7:30～17:00 有 043-421-0007
6610 しばた内科クリニック 診療室 四街道市 鹿渡2003-1 月、水、木、金、土（午前） 9:00～18:00 有 043-422-1808
6611 四街道駅クリニック 診療室 四街道市 四街道1-1 毎日（日曜日の午後を除く） 9:30～18:30 無 043-304-7575
6612 そうクリニック ２階 ナースセンター 四街道市 大日741-3 月、火、水、金、土、日 9:00～17:00 有 043-424-1103



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
6613 そはら整形外科 ２階 受付脇 四街道市 鹿渡1109 月～土 9:00～18:00 無 043-432-7300
6614 潤生堂医院 内視鏡室 四街道市 和良比254-20 月～土 8:00～16:00 無 043-432-2316
6615 めいわクリニック 診療室 四街道市 めいわ4-3-32 月、火、水、金、土 9:00～18:00 無 043-433-7717
6616 四街道メンタルクリニック 検査室 四街道市 和良比245-9 月～金 9:00～15:00 無 043-433-2231
6617 野村外科医院 点滴室 四街道市 千代田4-25-4 月～土 9:00～18:30 無 043-423-4782
6618 松島皮膚科医院 診療室 四街道市 四街道1-6-1 月、火、水、金、土 9:00～18:00 無 043-423-3552
6619 陽光医院 診療室 四街道市 山梨761-1 月、火、水、金、土 8:30～17:00 無 043-432-0010
6620 四街道徳洲会病院 １階ロビー 四街道市 吉岡1830-1 月～土 8:00～16:00 有 043-214-0111
6621 四街道徳洲会病院 ２階エレベーター前 四街道市 吉岡1830-1 月～土 8:00～16:00 有 043-214-0111

6622 誠クリニック 診療室 四街道市
四街道1-4-19プレアデスビ
ル1階

月～土 9:00～18:00 有 043-423-7671

6623 秋草産婦人科・藤原小児科医院 受付脇 四街道市 大日288-10 月、火、水、金、土 9:00～17:00 有 043-423-2555
6624 京葉銀行 四街道支店 １番カウンター脇 四街道市 四街道1-6-5 月～金 9:00～15:00 無 043-422-1553
6625 京葉銀行 四街道南支店 １階ロビー 四街道市 和良比241-1 月～金 9:00～15:00 無 043-433-1211
6626 京葉銀行 千代田支店 １階ロビー 四街道市 千代田5-35 月～金 9:00～15:00 有 043-422-8111
6627 愛国学園大学付属四街道高等学校 正面玄関 四街道市 四街道1532-16 月～金 8:20～17:00 有 043-421-3533
6628 愛国学園大学付属四街道高等学校 体育館 四街道市 四街道1532-16 月～金 8:20～17:00 有 043-421-3533
6629 千葉田園スイミングクラブ 1階フロント脇 四街道市 大日866 月～土 9:00～21:00 有 043-421-2421
6630 千葉みらい農協 四街道支店 事務所内 四街道市 内黒田356-3 月～金 8:30～16:30 無 043-422-2200
6631 つくし座自治会館 正面玄関 四街道市 つくし座3-1-1 月、火、木、金 13:00～17:00 無 043-422-0012
6632 四街道保育園 事務室 四街道市 四街道3-10-9 月～土 7:00～19:00 有 043-422-2720
6633 まちの保育園四街道駅前 正面玄関 四街道市 四街道2-2-21 月～土 7:00～19:00 有 043-308-7710
6634 千葉県袖ヶ浦福祉センター ①更生園第１支援グループ桧寮勤務室 袖ケ浦市 蔵波３１０８－１ 毎日利用可能 24時間 無 0438-62-2729
6635 千葉県袖ヶ浦福祉センター ②更生園第１支援グループ楓寮勤務室 袖ケ浦市 蔵波３１０８－１ 毎日利用可能 24時間 無 0438-62-2729
6636 千葉県袖ヶ浦福祉センター ③更生園第２支援グループ会議室 袖ケ浦市 蔵波３１０８－１ 毎日利用可能 24時間 無 0438-62-2734
6637 千葉県袖ヶ浦福祉センター ④養育園１階管理棟事務室 袖ケ浦市 蔵波３１０８－１ 毎日利用可能 24時間 無 0438-62-2742
6638 袖ヶ浦高等学校 格技館入口 袖ケ浦市 袖ケ浦市神納530 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～18:00 無 0438-62-7531
6639 袖ヶ浦高等学校 生徒昇降口廊下 袖ケ浦市 袖ケ浦市神納530 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～18:00 無 0438-62-7531
6640 槇の実特別支援学校 Ａ棟１階事務室前 袖ケ浦市 袖ケ浦市蔵波3108-113 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 0438-62-1164

6641 袖ケ浦市役所庁舎 新館1階ロビー 袖ケ浦市 坂戸市場1-1
月～金（祝日を除く）、第2、
4日曜日は利用可

8:30～17:15 有 0438-62-2226

6642 袖ケ浦市役所庁舎 体育振興課 袖ケ浦市 坂戸市場1-1
月～金（祝日、年末年始を除
く）

8:30～17:15 有 0438-62-3791

6643 袖ケ浦市役所庁舎 体育振興課 袖ケ浦市 坂戸市場1-1
月～金（祝日、年末年始を除
く）

8:30～17:15 有 0438-62-3791

6644 健康づくり支援センターガウランド 受付カウンター 袖ケ浦市 三ツ作1862-12 月、年末年始休業 9：00～21：00 無 0438‐64-3200

6645 農畜産物直売所ゆりの里 レジ側出入口 袖ケ浦市 飯富1635番地１
毎月第2水曜日と年末年始を除
く

9:30～18：00 有 0438‐60-2550

6646 長浦第１放課後児童クラブ 事務室 袖ケ浦市 久保田137-3
月～土、（祝日・年末年始除
く）

開所時間内 有 0438‐63-1551

6647 長浦第２放課後児童クラブ 事務室 袖ケ浦市 長浦駅前6-1-4
月～土、（祝日・年末年始除
く）

開所時間内 有 0438‐62-4080

6648 平岡放課後児童クラブ 事務室 袖ケ浦市 野里1391-3
月～土、（祝日・年末年始除
く）

開所時間内 有 0438‐75-7471

6649 代宿児童館 玄関 袖ケ浦市 代宿75-1
火～日、（祝日・年末年始除
く）

8:30～17:00 有 0438‐62-0341

6650 学童保育所たからじま 保育室 袖ケ浦市 坂戸市場1385-20
月～土、（祝日・年末年始除
く）

開所時間内 有 0438‐53-7682

6651 学童保育所ひみつきち 事務室 袖ケ浦市 坂戸市場1392-1
月～土、（祝日・年末年始除
く）

開所時間内 有 0438‐53-7527



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

6652 学童保育所あそびっこクラブ 保育室 袖ケ浦市 奈良輪39-5
月～土、（祝日・年末年始除
く）

開所時間内 有 0438‐63-9152

6653 学童保育ＯＬＩＶＥＳ 保育室 袖ケ浦市 奈良輪222
月～土、（祝日・年末年始除
く）

開所時間内 有 0438‐64-3194

6654 学童保育ＧＲＡＰＥＳ 保育室 袖ケ浦市 奈良輪983-5
月～土、（祝日・年末年始除
く）

開所時間内 有 0438‐38-3193

6655 学童保育子ども会館 保育室 袖ケ浦市 蔵波2596
月～土、（祝日・年末年始除
く）

開所時間内 有 0438‐63-9633

6656 学童保育子ども会館ジュニアクラブ 事務室 袖ケ浦市 蔵波2596
月～土、（祝日・年末年始除
く）

開所時間内 有 0438‐63-9633

6657 学童保育子ども会館フレンドクラブ 事務室 袖ケ浦市 蔵波2596
月～土、（祝日・年末年始除
く）

開所時間内 有 0438-63-9633

6658 蔵波学童保育所つくしんぼクラブ 玄関 袖ケ浦市 蔵波台7-6-5
月～土、（祝日・年末年始除
く）

開所時間内 有 0438‐62-6464

6659 根形小学校区放課後児童クラブ 保育室 袖ケ浦市 三ツ作855-2
月～土、（祝日・年末年始除
く）

開所時間内 有 0438‐62-3399

6660 中川小学校区放課後児童クラブ 保育室 袖ケ浦市 横田2211-1
月～土、（祝日・年末年始除
く）

開所時間内 有 0438‐60-5725

6661 袖ケ浦公園 管理事務所内 袖ケ浦市 飯富2360
平日（管理人が不在時は対応
不可）

8:30～17:00 無 0438‐63-6560

6662 袖ケ浦バスターミナル 事務室内 袖ケ浦市 坂戸市場2533-1
毎日（管理人不在時は対応不
可）

7:00～19:00 無 0438‐63-0453

6663 のぞみ野サッカー場 自動販売機 袖ケ浦市 のぞみ野10番地１
火・水・木（年末年始を除
く）

8:00～17：00 有 0438‐62-5350

6664 福祉作業所 第1ウグイス園ホール 袖ケ浦市 大曽根862-1 月～金 8:30～17:15 有 0438-63-2266
6665 老人福祉会館 事務室 袖ケ浦市 飯富2497-1 すべて（年末年始を除く） 9：00～16：30 有 0438-62-3219
6666 総合運動場 事務室 袖ケ浦市 坂戸市場1566 毎日（年末年始は除く） 8:30～21：00 有 0438-62-5350

6667 総合運動場 事務室 袖ケ浦市 坂戸市場1566 毎日（年末年始は除く）
8:30～21：00(12月～3月は
17時終了)

有 0438-62-5350

6668 昭和小学校 職員室 袖ケ浦市 坂戸市場1431 月～金 8:00～16:30 有 0438-62-2055
6669 奈良輪小学校 職員室 袖ケ浦市 奈良輪425-1 月～金 8:00～16:30 有 0438-62-6700
6670 長浦小学校 職員玄関 袖ケ浦市 長浦駅前6-1-4 月～金 8:00～16:30 有 0438-62-2634
6671 蔵波小学校 職員室 袖ケ浦市 蔵波台4-19-1 月～金 8:00～16:30 有 0438-63-6351
6672 根形小学校 職員室 袖ケ浦市 三ﾂ作761 月～金 8:00～16:30 有 0438-63-0450
6673 中川小学校 職員室 袖ケ浦市 横田2583 月～金 8:00～16:30 有 0438-75-2015
6674 平岡小学校 職員室 袖ケ浦市 野里1503 月～金 8:00～16:30 有 0438-75-2059
6675 平岡小学校幽谷分校 職員室 袖ケ浦市 川原井470 月～金 8:00～16:30 有 0438‐75-2110
6676 昭和中学校 職員室 袖ケ浦市 神納3204 月～金 8:00～16:30 有 0438-62-2034
6677 長浦中学校 職員室 袖ケ浦市 久保田129 月～金 8:00～16:30 有 0438-62-2834
6678 蔵波中学校 職員室 袖ケ浦市 蔵波2967-2 月～金 8:00～16:30 有 0438-62-7041
6679 根形中学校 職員室 袖ケ浦市 三ﾂ作741 月～金 8:00～16:30 有 0438-63-0311
6680 平川中学校 職員室 袖ケ浦市 横田500 月～金 8:00～16:30 有 0438-75-2141
6681 福王台保育所 事務室 袖ケ浦市 神納2-19-4 月～土 8:30～17:15 有 0438-62-6060
6682 久保田保育所 保健室 袖ケ浦市 久保田1799-3 月～土 8:30～17:15 有 0438-62-8331

6683 根形保育所 医務室 袖ケ浦市 下新田106-1
月～土（土曜日は午前中の
み）

8:30～17:15 有 0438-63-0858

6684 平川保育所 事務室 袖ケ浦市 三箇1965
月～土（土曜日は午前中の
み）

8:30～17:15 有 0438-75-2159

6685 吉野田保育所 事務室 袖ケ浦市 吉野田198
月～土（土曜日は午前中の
み）

8:30～17:15 有 0438-75-2123

6686 今井幼稚園 職員室 袖ケ浦市 今井2-111 月～金 8:30～17:15 有 0438-63-3130
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6687 中川幼稚園 職員室 袖ケ浦市 横田2637 月～金 8:30～17:15 有 0438-75-6390
6688 市民会館 事務室 袖ケ浦市 坂戸市場1566 すべて（年末年始を除く） 開館時間内 無 0438-62-3135
6689 平川公民館 1階ロビー 袖ケ浦市 横田115-1 すべて（年末年始を除く） 8:30～17:15 有 0438-75-2195
6690 平川公民館富岡分館 事務室 袖ケ浦市 吉野田622-2 すべて（年末年始を除く） 8:30～17:15 有 0438-75-4805
6691 長浦公民館 事務室 袖ケ浦市 蔵波513-1 すべて（年末年始を除く） 開館時間内 有 0438-62-5713
6692 根形公民館 1階受付 袖ケ浦市 下新田1277 すべて（年末年始を除く） 8:30～17:15 無 0438-62-6161
6693 平岡公民館 1階ロビー 袖ケ浦市 野里1563-1 すべて（年末年始を除く） 8:30～17:15 有 0438-75-6677
6694 郷土博物館 1階受付 袖ケ浦市 下新田1133 火～日 8:30～17:15 有 0438-63-0811
6695 中央図書館 事務室 袖ケ浦市 坂戸市場1393-2 休館日を除く 8:30～18：00 有 0438-63-4646
6696 長浦おかのうえ図書館 3階事務室 袖ケ浦市 蔵波634-1 休館日を除く 8:30～18：00 有 0438‐64-1046
6697 総合教育センター 事務室 袖ケ浦市 坂戸市場1393-3 平日 8:30～17:15 有 0438-62-2254
6698 百目木公園 管理事務所内 袖ケ浦市 百目木200 平日の管理人駐在時に使用可 8:30～17:00 無 0438-75-7277
6699 平川消防署庁舎 1階事務室 袖ケ浦市 横田２１３ すべて利用可 24時間 有 0438‐75-3116
6700 臨海スポーツセンター 事務室 袖ケ浦市 長浦1番地57 毎日（年末年始除く） 8:30～21：00 有 0438-63-2711
6701 臨海スポーツセンター プール 袖ケ浦市 長浦1番地57 毎日（年末年始除く） 8:30～21：00 有 0438-63-2711
6702 消防本部庁舎 １階ロビー 袖ケ浦市 福王台4-10-7 すべて利用可 24時間 無 0438‐64-0165
6703 長浦消防署庁舎 １階事務室 袖ケ浦市 長浦580-146 すべて利用可 24時間 無 0438‐62-9728

6704 平岡の里農村公園 管理棟 袖ケ浦市 永地1943 火～日（年末年始除く）
8:30～17:00除日曜・年末
年始

有 0438-75-4121

6705 学校給食センター 1階事務室 袖ケ浦市 三ツ作1862-121 月～金 8:30～17:15 有 0438-62-5822
6706 東京酸素窒素㈱ 管理室 袖ケ浦市 中袖1-1 すべて利用可 24時間 無 0438-62-9361
6707 旭化成㈱川崎製造所 千葉工場 保安センター 袖ケ浦市 中袖5-1 すべて利用可 24時間 無 0438-62-7155
6708 旭化成㈱川崎製造所 千葉工場 協力会社 袖ケ浦市 中袖5-1 すべて利用可 24時間 無 0438-62-7155
6709 旭化成㈱川崎製造所 千葉工場 センコー事務所 袖ケ浦市 中袖5-1 すべて利用可 24時間 無 0438-62-7155
6710 旭化成㈱川崎製造所 千葉工場 ＰＳ製造監視室 袖ケ浦市 中袖5-1 すべて利用可 24時間 無 0438-62-7155
6711 旭化成㈱川崎製造所 千葉工場 用役監視室 袖ケ浦市 中袖5-1 すべて利用可 24時間 無 0438-62-7155
6712 旭化成㈱川崎製造所 千葉工場 光ファイバー控室 袖ケ浦市 中袖5-1 すべて利用可 24時間 無 0438-62-7155
6713 旭化成㈱川崎製造所 千葉工場 ＮＣＰ発電所２階 袖ケ浦市 中袖5-1 すべて利用可 24時間 無 0438-62-7155
6714 旭化成㈱川崎製造所 千葉工場 開発センター 袖ケ浦市 中袖5-1 すべて利用可 24時間 無 0438-62-7155
6715 ㈱木更津ゴルフ倶楽部 マスター室 袖ケ浦市 下宮田２１６番地 火～日 8:00～17:00除定休日 無 0438-75-5911
6716 ＪＡきみつ 袖ケ浦支店 袖ケ浦支店１階ロビー 袖ケ浦市 神納1-3-1 月～金 8:30～15:30 無 0438-62-2231
6717 ＪＡきみつ 平川支店 平川支店窓口フロアー 袖ケ浦市 上泉361番地 8:30～17:00 無 0438-75-2251
6718 東京ドイツ村 管理事務所 袖ケ浦市 永吉419 すべて 9:30～17:00 無 0438-60-5511
6719 東京ドイツ村 マルクトプラッツ 袖ケ浦市 永吉419 すべて 9:30～17:00 無 0438-60-5511
6720 東京ドイツ村 パタークラブハウス 袖ケ浦市 永吉419 すべて 9:30～17:00 無 0438-60-5511
6721 東京ドイツ村 ゲームセンター 袖ケ浦市 永吉419 すべて 9:30～17:00 無 0438-60-5511
6722 社会福祉法人嬉泉 袖ケ浦のびろ学園 管理棟1階 園長室前 袖ケ浦市 下新田1680 月～土（祝日を除く） 9:00～18:00 有 0438-62-9121
6723 そでがうらこども館 事務室 袖ケ浦市 神納1136-3 月～土 8:30～17:15 有 0438‐62-2333
6724 広栄化学工業 株式会社 工場 研究１号館１階入口 袖ケ浦市 北袖２５番地 すべて 24時間 無 0438-63-5739
6725 ㈱ＡＤＥＫＡ千葉工場 休憩所１階 袖ケ浦市 北袖3-1 すべて 24時間 無 0438-62-4340
6726 ＪＸエネルギー㈱袖ケ浦事業所 事務所１階エントランス 袖ケ浦市 北袖1 全日 24時間 無 0438-62-1191
6727 千葉信用金庫 平川支店 １階ロビー 袖ケ浦市 横田425 月～金 9:00～15:00 無 0438-75-6111
6728 千葉信用金庫 長浦支店 1階ロビーカウンター 袖ケ浦市 長浦駅前1-4-1 月～金 9:00～15:00 有 0438-62-3411
6729 新日化エポキシ製造千葉工場 事務棟１Ｆ食堂 袖ケ浦市 北袖11-5 すべて 24時間 無 0438-63-1171
6730 千葉サンソセンター袖ケ浦工場 管理室2階緊急用品保管室 袖ケ浦市 北袖17 すべて 24時間 無 0438-62-0161
6731 エコシステム千葉袖ケ浦工場 1階事務所中央 袖ケ浦市 長浦拓1-1-51 すべて 24時間 無 0438-62-4097
6732 エコシステム千葉袖ケ浦工場 運転1課管理棟 操作室入口 袖ケ浦市 長浦拓1-1-51 すべて 24時間 無 0438-62-4097
6733 エコシステム千葉袖ケ浦工場 運転2課管理棟 中央操作室入口 袖ケ浦市 長浦拓1-1-51 すべて 24時間 無 0438-62-4097
6734 東京電力フュエル＆パワー㈱袖ケ浦火力発電所 サービスビル１Ｆロビー 袖ケ浦市 中袖2-1 月～金 8:10～16：50 無 0438-62-5611
6735 社会福祉センター ロビー 袖ケ浦市 飯富1604 月～金 8:30～17:15 有 0438-63-3888
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6736 私立昭和保育園 １Ｆホール 袖ケ浦市 奈良輪782-1 月～金
7:00～20:00 土用のみ
7:00～18：00

有 0438-62-2427

6737 私立長浦保育園 職員室 袖ケ浦市 蔵波2598-1
月～金、土（土曜のみ7:00～
19:00）

7:00～21:00 無 0438-62-2250

6738 私立蔵波台さつき幼稚園 1階玄関 袖ケ浦市 蔵波台6-7-22
月～金 土（第1、3、5のみ
8:00～14:00）

8:00～18:00 有 0438-63-2111

6739 私立袖ケ浦桜ケ丘幼稚園 1階ロビー 袖ケ浦市 久保田2848-156 月～金 7:00～18:00 有 0438-62-3596
6740 東京都千葉福祉園 管理棟1階健康管理室 袖ケ浦市 代宿8 すべて 24時間 無 0438-62-2711
6741 東京都千葉福祉園 訓練センター1階事務室 袖ケ浦市 代宿8 月～金 8:45～17:30 無 0438-62-2711
6742 東京都千葉福祉園 生活寮まつば寮 袖ケ浦市 代宿8 全日 24時間 無 0438-62-2711
6743 東京都千葉福祉園 生活寮みずき寮 袖ケ浦市 代宿8 全日 24時間 無 0438-62-2711
6744 東京都千葉福祉園 生活寮あじさい寮 袖ケ浦市 代宿8 全日 24時間 無 0438-62-2711
6745 東京都千葉福祉園 生活寮涼山寮 袖ケ浦市 代宿8 全日 24時間 無 0438-62-2711
6746 東京都千葉福祉園 生活寮あやめ寮 袖ケ浦市 代宿8 全日 24時間 無 0438-62-2711
6747 東京都千葉福祉園 生活寮青葉寮 袖ケ浦市 代宿8 全日 24時間 無 0438-62-2711
6748 富士石油㈱袖ケ浦製油所 統合計器室2階 袖ケ浦市 北袖１番地 毎日 24時間 無 0438-63-7011
6749 富士石油㈱袖ケ浦製油所 保安管理センター1階 袖ケ浦市 北袖１番地 毎日 24時間 無 0438-63-7011
6750 住友化学㈱千葉工場袖ケ浦地区 健康センター1階事務所 袖ケ浦市 北袖9番地１ 月～金 8:00～17:00 無 0436-61-4421
6751 住友化学㈱千葉工場袖ケ浦地区 救急車救急車搭載 袖ケ浦市 北袖9番地１ 全日 24時間 無 0438-63-1213
6752 住友化学㈱千葉工場袖ケ浦地区 研究6号館1階ロビー 袖ケ浦市 北袖2番地1 月～金 8:00～17：00 無 0436-61-5340
6753 住友化学㈱千葉工場袖ケ浦地区 袖１食堂 袖ケ浦市 北袖2番地1 月～金 8:00～17：00 無
6754 住友化学㈱千葉工場袖ケ浦地区 袖２食堂 袖ケ浦市 北袖9番地１ 月～金 8:00～17：00 無
6755 住友化学㈱千葉工場袖ケ浦地区 袖ケ浦寮 1階事務所 袖ケ浦市 代宿98 月～金 8:00～17：00 無 0438-63-8251
6756 東京ガス㈱袖ケ浦ＬＮＧ基地 警備室 袖ケ浦市 中袖1-1 すべて 24時間 無 0438-62-3671
6757 東京ガス㈱袖ケ浦ＬＮＧ基地 ＬＮＧプラザ１階ロビー 袖ケ浦市 中袖1-1 月～金 8:15～17：15 無 0438-62-3671
6758 三井化学㈱袖ケ浦センター 1号館1階警備室 袖ケ浦市 長浦580-32 すべて 6:00～20:00 無 0438-62-3611
6759 三井化学㈱袖ケ浦センター ＰＲＭ7号館2階事務室 袖ケ浦市 長浦580-32 月～金（祝日を除く） 8:30～17:30 無 0438-64-2450
6760 吉野石膏㈱千葉第1工場 現場事務所 袖ケ浦市 北袖18 すべて 24時間 無 0438-62-3311
6761 荏原製作所 事務棟本館1階受付 袖ケ浦市 中袖20-1 すべて 24時間 無 0438-60-6111
6762 荏原製作所 工場棟Ｂ棟リフレッシュエリア 袖ケ浦市 中袖20-1 すべて 25時間 無 0438-60-6111
6763 袖ケ浦菜の花苑 １階デイ玄関 袖ケ浦市 神納4181番20 すべて 24時間 無 0438-62-6151
6764 老人保健施設カトレアンホーム 1階談話コーナー 袖ケ浦市 蔵波2713-1 すべて 8:30～17:30 無 0438-63-1021
6765 社会福祉法人いずみ会袖ケ浦学園 1階事務室 袖ケ浦市 上泉1767-21 すべて 9:00～17:00 無 0438-75-4585
6766 社会福祉法人いずみ会袖ケ浦学園 2階医務室 袖ケ浦市 上泉1767-21 すべて 9:00～17:00 無 0438-75-4585

6767 かずさ介護支援センター １階受付前ロビー 袖ケ浦市 横田4161
月～土（日曜、年末年始を除
く）

8:30～17:00除日曜・年末
年始

無 0438-60-5711

6768 東京湾カントリークラブ マスター室 袖ケ浦市 蔵波1147 すべて 6:00～19:00 無 0438-63-3211
6769 特別養護老人ホーム サニーヒル Ａ棟1階ロビー 袖ケ浦市 久保田857-9 すべて 24時間 無 0438-63-0032
6770 特別養護老人ホーム サニーヒル Ｂ棟食堂 袖ケ浦市 久保田857-9 すべて 24時間 無 0438-63-0032
6771 特別養護老人ホーム サニーヒル Ｃ棟非常階段 袖ケ浦市 久保田857-9 すべて 24時間 無 0438-63-0032
6772 袖ケ浦さつき台病院 本棟待合室 自動販売機 袖ケ浦市 長浦駅前5-21 すべて 7:00～21:00 無 0438-62-1113
6773 袖ケ浦さつき台病院 東棟ロビー 袖ケ浦市 長浦駅前5-21 すべて 7:00～21:00 無 0438-62-1113
6774 白ゆり保育園 1階職員室 袖ケ浦市 蔵波2592-1 すべて 7:00～21:00 有 0438-38-3258
6775 大空保育園 職員室 袖ケ浦市 神納1136-1 すべて 7:00～21:00 有 0438-53-8224

6776 みどりの風保育園 正面玄関 袖ケ浦市 蔵波3108-18
月～土（土曜・祝日のみ7:00
～17:00）

7:00～19:00 無 0438-38-5666

6777 東邦化学工業㈱千葉工場 食堂 袖ケ浦市 北袖10番地 毎日 24時間 無 0438-62-3211
6778 出光バルクターミナル㈱ 事務所1階ロビー 袖ケ浦市 中袖3-1 すべて 24時間 無 0438-62-1551
6779 出光バルクターミナル㈱ ㈱山九海陸 出光作業課1階入口 袖ケ浦市 中袖3-1 月～金 8:00～17：00 無 0438-63-5392
6780 日本燐酸㈱ 受付所 袖ケ浦市 北袖14番地 すべて 24時間 有 0438-62-0611
6781 京葉シーバース㈱ 本社１階入口 袖ケ浦市 長浦1-18 月～金（祝日除く） 8:20～17:20 無 0438-62-1211



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
6782 ㈱イースクエア 事務所内 袖ケ浦市 中袖22-2 すべて 24時間 無 0438-64-3101
6783 日産化学工業㈱袖ケ浦工場 総合事務所従業員入口1階ロビー 袖ケ浦市 北袖11-1 すべて 24時間 無 0438-63-2341
6784 ＪＲ長浦駅 2階改札内コンコース 袖ケ浦市 蔵波5 すべて 4:50から0:55 無 公表しない
6785 社会福祉法人 柊の郷上総 1階事務室 袖ケ浦市 林437-1 すべて 8:30～18:30 無 0438-53-8062
6786 社会福祉法人 柊の郷 グループホーム林 1階支援員室 袖ケ浦市 林437-8 すべて 20:00～7:30 無 0438-53-7193
6787 社会福祉法人 柊の郷 グループホーム松川 1階支援員室 袖ケ浦市 林453-1 すべて 20:00～7:30 無 0438-53-8735
6788 社会福祉法人 柊の郷 グループホーム野田 1階支援員室 袖ケ浦市 野田269 すべて 20:00～7:30 無 0438-38-6968
6789 社会福祉法人 柊の郷 グループホーム今井 1階支援員室 袖ケ浦市 今井1-47-1 すべて 20:00～7:30 無 0438-40-4631
6790 社会福祉法人 柊の郷 グループホーム野里 1階支援員室 袖ケ浦市 野里457 すべて 20:00～7:30 無 0438-97-5335
6791 千葉トヨペット㈱袖ケ浦店 ショールーム内 袖ケ浦市 福王台3-30-8 火～日 10:00～19:00 有 0438-63-7111
6792 千葉県自動車整備商工組合 所内ロビー 袖ケ浦市 長浦580-81 月～金 8:00～17:30 有 0438-62-4041
6793 ゆたか旅館奈良輪館 フロント事務室内 袖ケ浦市 奈良輪313-1 すべて 4:00～1:00 無 0438-64-1151
6794 豊島屋旅館本館 1階フロント 袖ケ浦市 蔵波1940 すべて 24時間 有 0438-62-8940
6795 社会福祉法人 かんてら 1階事務室 袖ケ浦市 吉野田144 月～金 8:00～17：00 無 0438-75-8188
6796 君津信用組合 袖ケ浦支店 1階ロビー 袖ケ浦市 蔵波1939-2 月～金 8:30～17:30 無 0438-62-2624
6797 君津信用組合 平川支店 ロビー 袖ケ浦市 横田32-3 月～金 9:00～15:00 無 0438-75-3025
6798 マツモトキヨシ長浦店 1階レジ 袖ケ浦市 長浦駅前3-3-1 すべて 10:00～22:00 無 0438-62-3520
6799 サイバースロット長浦店 1階フロア― 袖ケ浦市 長浦拓1-1-62 すべて 10:00～21:45 無 0438-63-1988
6800 十全社メモリアルホール袖ケ浦 1階ロビー 袖ケ浦市 福王台1-1-3 すべて 9:00～18:00 有 0438-62-4848
6801 パチンコスロット イーグル袖ケ浦店 景品カウンター横 袖ケ浦市 蔵波台2-22-8 すべて 10:00～23:00 無 0438-62-0001
6802 千葉県自動車総合大学校 本館２Ｆ 袖ケ浦市 長浦580-258 月～金 8:30～17:20 無 0438-63-0077
6803 軽自動車検査協会 千葉事務所袖ケ浦支所 待合室 袖ケ浦市 長浦580-101 平日 8:30～17:00 無 050-3816-3116
6804 袖ケ浦瑞穂 特別養護老人ホーム 1階事務室 袖ケ浦市 野里1452-4 すべて 24時間 有 0438-60-5566
6805 ショートステイわらく 看護介護室 袖ケ浦市 上泉1308 すべて 8:30～17:30 無 0438-75-8123
6806 ㈱千葉興業銀行袖ケ浦支店 1階ロビー 袖ケ浦市 福王台1-1-7 月～金 9:00～15:00 無 0438-62-7511
6807 キャタピライーストジャパン合同会社 1階事務所 袖ケ浦市 野里160 月～金（祝日を除く） 8:30～17:30 無 0438-75-5211
6808 君津育種場 1階事務所 袖ケ浦市 打越358 月～金 8:00～16:30 有 0438-75-2681

6809 京葉銀行 長浦支店 1階ロビー 袖ケ浦市 長浦駅前3-3-2
月～金（祝日除く、12月31日
～1月3日を除く）

9:00～15:00 有 0438-62-3113

6810 ミニストップ袖ケ浦神納店 レジカウンター内 袖ケ浦市 神納1151-4 すべて 24時間 無 0438-60-8170
6811 わたぼうし 医務室 袖ケ浦市 戸国飛地382-1 すべて 9:30～18:30 無 0438-60-5800
6812 袖ケ浦ひかりの学園 グループ詰所内 袖ケ浦市 下新田1680 すべて 9:00～18:00 無 0438-62-9121
6813 ぽぴあ福祉作業センターそらいろ 支援室 袖ケ浦市 蔵波25-2 月～金 8:30～17:30 無 0438-40-5831
6814 ぽぴあキャリアセンター 支援室 袖ケ浦市 横田1197-1 月～金 8:30～17:30 無 0438-75-6750
6815 ぽぴあデイサービスセンター 支援室 袖ケ浦市 福王台3-12-7 月～金 8:30～17:30 無 0438-60-8656
6816 ぽぴあホームたんぽぽの家 下駄箱の上 袖ケ浦市 のぞみ野81-9 すべて 17:00～21:00 無 0438-64-1051
6817 ぽぴあ仕事センターライズ 店舗内 袖ケ浦市 のぞみ野66-1 すべて 9:00～19：00 無 0438-38-3764
6818 ぽぴあ福祉作業センターふれあ 支援室 袖ケ浦市 林925-1 月～金 8:30～17:30 無 0438-38-6148
6819 ふるさと学舎蔵波 保健室 袖ケ浦市 蔵波3312-1 すべて 24時間 有 0438-64-0890
6820 イオン長浦店 1階サービスカウンター 袖ケ浦市 長浦駅前1-7 すべて 9:00～22:00 有 0438-63-4741
6821 畜産総合研究センター 管理棟1階総務課内 八街市 八街へ16-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 043-445-4511
6822 八街高等学校 体育科準備室 八街市 八街市八街ろ145-3 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 043-444-1523
6823 八街高等学校 昇降口自販機横 八街市 八街市八街ろ145-3 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 043-444-1523
6824 佐倉警察署八街幹部交番 交番内 八街市 八街ほ８４６－４ 毎日利用可能 終日 有 043-443-0110
6825 八街第一幼稚園 １階職員室 八街市 八街市八街ほ78-2 月～金 8:30～17:00 有 043-443-2110
6826 朝陽幼稚園 １階職員室 八街市 八街市八街は21-4 月～金 8:30～17:00 有 043-443-5100
6827 川上幼稚園 1階職員室内保健センター 八街市 八街市大谷流717 月～金 8:30～17:00 有 043-445-5711
6828 八街保育園 事務室 八街市 八街市八街に112 月～土 7:00～19:00、7:00～18:00 有 043-443-1727
6829 実住保育園 玄関付近 八街市 八街市八街ほ215 月～土 7:00～19:00、7:00～18:00 有 043-443-1020
6830 朝陽保育園 事務室 八街市 八街市八街は21 月～土 7:00～19:00、7:00～18:00 有 043-444-0099
6831 交進保育園 玄関付近 八街市 八街市八街ろ111 月～土 7:00～19:00、7:00～18:00 有 043-444-0519



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
6832 二州第一保育園 玄関付近 八街市 八街市山田台671-1 月～土 7:00～19:00、7:00～18:00 有 043-445-4003
6833 二州第二保育園 玄関付近 八街市 八街市四木1938 月～土 7:00～19:00、7:00～18:00 有 043-445-5021
6834 八街市役所 施設内1階 八街市 八街ほ35番地29 月～金 8:30～17:00 無 043-443-1111
6835 西林コミュニティーセンター 施設内1階 八街市 八街ろ59 施設利用時 施設利用時 043-442-5414
6836 八街中学校 １階職員室入口 八街市 八街ほ35 月～金 8:30～17:00 無 043-443-1721
6837 八街中央中学校 １階職員室 八街市 八街ほ591 月～金 8:30～17:00 無 043-444-1217
6838 八街北中学校 １階職員室前廊下 八街市 八街は18-2 月～金 8:30～17:00 無 043-442-8101
6839 八街南中学校 １階職員室廊下 八街市 吉倉590-1 月～金 8:30～17:00 無 043-445-3498
6840 実住小学校 １階保健室 八街市 八街ほ301 月～金 8:30～17:00 無 043-444-1227
6841 実住小学校 体育館 八街市 八街ほ301 月～金 8:30～17:00 無 043-444-1227
6842 八街市中央公民館 事務室受付脇 八街市 八街ほ796-1 火～日 9:00～21:00 無 043-443-3225
6843 川上小学校 １階職員室 八街市 大谷流867-1 月～金 8:30～17:00 無 043-445-5020
6844 交進小学校 １階職員室前廊下 八街市 八街ろ111-33 月～金 8:30～17:00 無 043-444-0146
6845 笹引小学校 １階職員室前廊下 八街市 八街へ199-133 月～金 8:30～17:00 無 043-444-0049
6846 二洲小学校 １階職員室前廊下 八街市 山田台1 月～金 8:30～17:00 無 043-445-4002
6847 二洲小学校沖分校 １階職員室前廊下 八街市 沖1033 月～金 8:30～17:00 無 043-445-4004
6848 八街北小学校 １階職員室前廊下 八街市 泉台3-17 月～金 8:30～17:00 無 043-443-0015
6849 八街東小学校 １階職員室前廊下 八街市 八街ほ40-1 月～金 8:30～17:00 無 043-443-0114
6850 朝陽小学校 1階玄関 八街市 八街は19 月～金 8:30～17:00 無 043-444-0147
6851 八街市スポーツプラザ体育館 下駄箱脇 八街市 八街い84-10 火～日 8:30～21:00 有 043-443-8003
6852 八街少年院 １階事務室 八街市 滝台1766 毎日 24時間 無 043-445-3787
6853 障害者支援施設コスモヴィレッジ 施設内２階 八街市 八街市滝台739-3 毎日 24時間 有 043-445-1010

6854 ひきたクリニック 院内 八街市 榎戸６５６－４ 毎日
9:00～12:00、15:00～
18:00

有 043-444-7300

6855 大同化成㈱ 事務所内 八街市 八街市八街に45 営業日 8:30～17:00 無 043-443-8855
6856 八街整形外科内科 事務室内 八街市 八街に７５ 月～土 9:00～18:00 有 043-443-7887
6857 川野歯科医院 診療所内 八街市 朝日５３９ 月、水、木、土 8:30～18:30 無 043-443-6565
6858 青木歯科矯正歯科クリニック 院内 八街市 八街市東吉田570-4 月、火、水、金、土 9:30～20:00 有 043-443-4291
6859 千葉信用金庫八街中央支店 ロビー内 八街市 八街市八街中央9-11 月～金（祝日を除く） 8:30～15:00 無 043-443-2021
6860 カインズホーム八街店 サービスカウンター 八街市 八街市八街は21-14 営業日 9:00～20:00 有 043-442-3888
6861 （株）ダイナム 八街店 カウンター周辺 八街市 八街市八街に287-2 店休日を除く 10:00～23：00 有 043-441-0691
6862 ㈱タイヨー八街店 事務所内 八街市 八街市大木670-130 営業日 9:00～21:30 有 043-440-8151
6863 生活クラブ風の村デイサービスセンター東吉田 事務所内 八街市 東吉田５１９－４ 毎日 7:00～18:00 無 043-440-7080
6864 生活クラブ風の村保育園八街 ホール内 八街市 八街東吉田８－５ 月～土 7:00～20:00 有 043-440-2008
6865 カーブスピアシティ八街 入口付近 八街市 八街市八街に252-6 月～金（祝日を除く） 10:00～19:00 無 043-440-0901
6866 生活クラブ風の村特養ホーム八街 ３階 医務室 八街市 東吉田９１２－８ 毎日 24時間 無 043-440-0301
6867 高齢者ケアホームかがやき弐番館 玄関 八街市 八街市八街は25-35 毎日 24時間 有 043-442-3465
6868 (株)かね貞関東工場 工場内通路 八街市 八街市八街は105-31 毎日 24時間 無 043-440-1233
6869 八街かいたく保育園 事務室 八街市 八街市八街に66-4 月～土 7:00～19:00、7:00～18:00 有 043-442-4545
6870 トータル介護サービス ゆかり八街 事務所内 八街市 八街市八街ほ246-5 毎日 24時間 有 043-305-4650
6871 グループホーム ゆかり八街 事務所内 八街市 八街市八街ほ246-5 毎日 24時間 有 043-305-4650
6872 明徳やちまたこども園 玄関付近 八街市 八街市八街ほ559-2 月～土 7:00～19:00、7:00～18:00 有 043-444-2402
6873 JSSスポーツクラブ プール脇 八街市 八街市八街ほ660-1 月～土 10:00～21:00 有 043-443-8321
6874 白松の郷 本館事務室前 八街市 八街市文違301-648 毎日 24時間 有 043-444-6141
6875 ㈱千葉総合介護サービスさわやかリビング八街 玄関脇 八街市 八街市富山1314-1352 毎日 24時間 有 043-440-0371
6876 グループホーム白松 事務室 八街市 八街市富山1345-16 毎日 24時間 有 043-444-6141
6877 手と手と手 事務所内 八街市 八街市榎戸917-1 毎日 24時間 有 043-440-1881
6878 私立千葉黎明高等学校 正面入口脇 八街市 八街ほ625 毎日 7:00～18:00 有 043-444-3221
6879 本昌寺 本堂内 八街市 大関106-1 毎日 24時間 無 043-444-0395
6880 八街総合病院 救急室 八街市 八街ほ137-1 毎日 24時間 有 043-443-7311
6881 海保病院 救急室 八街市 八街ほ386 毎日 24時間 有 043-443-1101



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

6882 JR八街駅ぶらんみなみ 階段下 八街市 八街市八街ほ237 月～土 10:15～16:30 有 043-443-3021(商工会議所)

6883 ギャラリー悠友 店舗内 八街市 八街市八街ほ238-48 月～金（祝日を除く） 10:00～17:00 有 043-443-3022(商工会議所)

6884 八街商工会議所 １階事務室 八街市 八街ほ224 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 043-443-3021
6885 セレモニーホール八街市民斎場 斎場内通路 八街市 文違３０１ 毎日 24時間 有 043-443-4499
6886 デイサービスセンター楽花 事務所内 八街市 文違３０１－７８２ 毎日 8:30～18:00 有 043-444-7887
6887 アイ・エス・ガステム㈱ １階事務室 八街市 八街い186-4 毎日 24時間 有 043-443-5131
6888 イオン八街店 サービスカウンター 八街市 八街市文違301 営業日 7:00～23:00 有 043-440-2311
6889 パールショップトモエ八街店 １階正面カウンター 八街市 八街市八街ほ951-1 営業日 10:00～23:00 有 043-440-6222
6890 パールショップトモエ八街文違店 正面入口 八街市 八街市文違301-114 営業日 10:00～23:00 有 043-440-2525
6891 千葉バーディークラブ １階事務室 八街市 小谷流591 営業日 7:00～18:00 無 043-440-5888
6892 特別養護老人ホームゆかり八街西林 入口脇 八街市 八街市八街ろ１１３－３ 毎日 24時間 無 043-308-6355
6893 ドギーズアイランド フロントのデスク下 八街市 八街市小谷流６２４ 毎日 24時間 有 043-312-1110
6894 北総浄水場 ２階廊下（ＰＲ会議室入口脇） 印西市 竜腹寺296 毎日利用可能 24時間 有 0476-97-1271
6895 印旛明誠高等学校 体育館内１階ホール 印西市 印西市草深1420-9 月～金 土日祝日は利用不可 7:30～18:00 無 0476-47-7001
6896 印旛特別支援学校 小学部渡り廊下 印西市 印西市平賀1160-2 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 0476-98-2200
6897 印西警察署 １階 印西市 大森２５１４－１３ 毎日利用可能 終日 有 0476-42-0110
6898 北総花の丘公園 管理事務所 印西市 原山1-12-1 毎日利用可能 9:00～17:00 無 0476-47-4030
6899 北総花の丘公園 Ｅゾーン管理事務所 印西市 原山1-12-1 毎日利用可能 9:00～17:00 無 0476-47-4030

6900 中央駅前地域交流館 １号館 1階 ロビー事務室脇 印西市 中央南1-2
火～日（祝日、12/28～1/4、
月曜日が祝日の場合の翌火曜
日を除く）

8:30～17:15 有 0476-46-5111

6901 中央駅前地域交流館 ２号館 1階 ロビー出張所脇 印西市 中央南1-4-1
火～日（祝日、12/28～1/4、
月曜日が祝日の場合の翌火曜
日を除く）

8:30～17:15 有 0476-46-5111

6902 大森幼稚園 玄関 印西市 大森３２９７ 月～金（祝日を除く） 8:00～17:15 有 0476-42-2502
6903 大森保育園 １階職員室 印西市 大森３３７０ 月～土（祝日を除く) 7:00～19:00 有 0479-42-2438

6904 木刈保育園 1階正面玄関 印西市 木刈６－２３ 月～土（祝日を除く)
月～金:7:00～19:00
土:7:00～17:00

有 0476-46-1873

6905 内野保育園 1階正面玄関 印西市 内野１－１２ 月～金（祝日を除く）
7:00～19:00   7:00～
17:00    使用不能

無 0476-46-1874

6906 印旛歴史民俗資料館 １階ホール 印西市 岩戸1742
火～日（祝日、年末年始を除
く）

9:00～17:00 有 0476-99-0002

6907 印西市役所 印旛支所（ふれあいセンターいんば内） １Ｆ ロビー 印西市 美瀬１－２５
月～日（祝日、年末年始を除
く）

8:30～17:15 有 0476-98-1111

6908 印西市役所 平賀出張所 受付カウンター脇 印西市 平賀928 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0476-80-3811

6909 高花保育園 １階正面玄関 印西市 高花１－１０ 月～土（祝日を除く)
月～金:7:00～19:00
土:7:00～17:00

有 0476-46-7011

6910 印西市役所 牧の原出張所 受付カウンター脇 印西市 牧の原1-2
月～金（祝日、年末年始をを
除く）

8:30～17:15 有 0476-47-1111

6911 印西地区消防組合消防本部 3階事務室 印西市 牧の原2-3 月～金 8:30～17:15 有 0476-46-4321

6912 そうふけふれあいの里 2階 廊下トイレ脇 印西市 草深924
毎日（祝日の火曜日、12/29
～1/3を除く）

8:30～17:15 有 0476-47-4700

6913 総合福祉センター 1階 玄関ロビー 印西市 竹袋614-9 月～日（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0476-42-0144

6914 ふれあい文化館 1階 受付カウンター隣 印西市 原3-4
火～日（祝日、12/28～1/4、
月曜日が祝日の場合の翌火曜
日を除く）

9:00～17:00 （水･土曜日
のみ貸館利用のある時は
21:00まで）

有 0476-45-3800

6915 高花老人福祉センター 1階 ロビー 印西市 高花2-1-5
月～土  日、祝日、年末年
始は利用不可

8:30～17:15 有 0476-47-2112

6916 印西市役所 1階 正面玄関ロビー 印西市 大森2364-2 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0476-42-5111
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6917 中央保健センター 1階 正面玄関横 印西市 大森2356-3
月～金（祝日、年末年始をを
除く）

8:30～17:15 有 0476-42-5595

6918 中央保健センター 1階 正面玄関横（貸出専用） 印西市 大森2356-3
月～金（祝日、年末年始をを
除く）※貸出・返却日

8:30～17:15 ※貸出・返
却時間

有 0476-42-5595

6919 中央保健センター 1階 正面玄関横（貸出専用） 印西市 大森2356-3
月～金（祝日、年末年始をを
除く）※貸出・返却日

8:30～17:15 ※貸出・返
却時間

有 0476-42-5595

6920 中央公民館 1階 ロビー事務室前 印西市 大森3934-1
火～日（祝日、年末年始を除
く）

9:00～17:00 有 0476-42-2911

6921 小林公民館 公民館窓口 印西市 小林北5-1-6 毎日（祝日を除く） 9:00～17:00 有 0476-97-0003
6922 小倉台図書館 貸出カウンター前 印西市 小倉台4-5 毎日 9:00～17:00 無 0476-47-5511

6923 松山下公園総合体育館 1階 受付カウンター横 印西市 浦部275
毎日（月曜日、年末年始を除
く）

9:00～21:00 有 0476-42-8417

6924 印西中学校 体育館 印西市 大森2244 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0476-42-3151

6925 船穂中学校 体育館 印西市 高花1-3

月～金（祝日、年末年始等学
校休業日を除く。） ※ただ
し、学校施設開放による体育
館使用時は、使用可能。

8:00～16:30及び学校施設
開放による体育館使用時

有 0476-46-0021

6926 木刈中学校 体育館 印西市 木刈2-1 月～金、外部団体利用時 8:00～17:00 無 0476-46-1751
6927 原山中学校 体育館 印西市 原山1-2 月～金、外部団体利用時 8:00～20:00 無 0476-46-6911
6928 西の原中学校 体育館 印西市 西の原1-3 月～金 7:30～18:00 無 0476-46-0160
6929 小林中学校 体育館 印西市 小林大門下1-4-1 月～金（祝日を除く） 8:00～16:00 有 0476-97-3100

6930 文化ホール
1階 ロビー 受付カウンター近くのスタン
ド

印西市 大森2535
火～日（12/28～1/4と月曜が
祝日の場合の翌火曜は除く。
月曜が祝日の場合は利用可）

8:30～17:00 有 0476-42-8811

6931 木下小学校 体育館 印西市 木下1502 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0476-42-2607
6932 小林小学校 体育館 印西市 小林2554 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0476-42-4311
6933 大森小学校 体育館 印西市 大森3350 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0476-42-2089
6934 船穂小学校 体育館 印西市 船尾1292 月～金、外部団体利用時 8:00～16:30 有 0476-46-0023
6935 永治小学校 体育館 印西市 浦部557 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0476-42-2347
6936 木刈小学校 体育館 印西市 木刈2-6 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0476-46-1755
6937 内野小学校 体育館 印西市 内野1-1 月～金、外部団体利用時 8:00～16:30 無 0476-46-1781
6938 原山小学校 体育館 印西市 原山3-4 月～金、外部団体利用時 8:00～21:00 有 0476-46-1701
6939 小林北小学校 体育館 印西市 小林北5-1-5 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0476-97-1100
6940 小倉台小学校 体育館 印西市 小倉台2-3 毎日 8:00～16:30 無 0476-46-5711

6941 高花小学校 体育館 印西市 高花2-4

月～金（祝日、年末年始等学
校休業日を除く） ※ただ
し、学校施設開放による体育
館使用時は、使用可能。

8:00～16:30及び学校施設
開放による体育館使用時

有 0476-46-6211

6942 西の原小学校 体育館 印西市 西の原2-7 月～金 8:00～16:00 有 0476-45-0150

6943 原小学校 体育館 印西市 原3-5

月～金（祝日、年末年始等学
校休業日を除く。） ※ただ
し、学校施設開放による体育
館使用時は、使用可能。

8:00～16:30 学校施設開
放による体育館使用時

有 0476-45-8611

6944 中央駅南コミュニティセンター（サザンプラザ） 1階 事務室脇（廊下側） 印西市 原山3-3
毎日（第２・第４木曜日、年
末年始を除く）

9:00～21:00 有 0476-45-0611

6945
中央駅北コミュニティセンター（フレンドリープラ
ザ）

1階 事務室脇（ロビー側） 印西市 木刈4-3-1
毎日（第２・第４木曜日、年
末年始を除く）

9:00～21:00 有 0476-46-8611

6946 温水センター 1階 事務所受付 印西市 大塚1-3 毎日 9:00～21:00 無 0476-47-1661
6947 温水センター 2階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ 印西市 大塚1-3 毎日 9:00～21:00 無 0476-47-1661

6948 健康づくりセンター（ふれあいセンターいんば内） ２Ｆ ロビー 印西市 美瀬１－２５
月～日（祝日、年末年始を除
く）

8:30～17:15 有 0476-80-3900
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6949 印旛公民館 事務室 印西市 瀬戸1518
火～日（祝日、年末年始を除
く）

9:00～17:00 有 0476-98-0427

6950 印旛中学校 体育館入口 印西市 舞姫2-1-1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0476-98-0711
6951 本埜支所 １階ロビー 印西市 笠神2587 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0476-97-1111
6952 本埜保健センター １階受付 印西市 笠神2587 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0476-97-1111
6953 本埜公民館 １階ロビー 印西市 中根1375 火～日（祝日を除く） 9:00～17:00 有 0476-97-2011

6954 本埜ファミリア館 １階ロビー 印西市 滝野3-4
毎日（祝日、年末年始を除
く）

8:30～17:15 有 0476-80-8181

6955 松山下公園陸上競技場 陸上競技場事務室 印西市 浦部274-1 毎日（年末年始を除く） 9:00～17:00 有 0476-42-8025

6956 永治コミュニティセンター（永治プラザ） 玄関入口 印西市 浦部411-3
毎日（第２・第４木曜日、年
末年始を除く）

9:00～17:00 有 0476-42-1101

6957 印西斎場 事務所 印西市 平岡1524-2 毎日 24時間 有 0476-42-1700
6958 平岡自然の家 一階入口付近 印西市 平岡1554 火～日 9:00～21:00 有 0476-42-1008
6959 印西霊園 霊園入口管理棟内 印西市 平岡1524-1 毎日 8:30～17:15 有 0476-42-0095
6960 印西クリーンセンター 事務室 印西市 大塚1-1-1 毎日 8:30～17:15 有 0476-46-2731
6961 本埜第一小学校 体育館 印西市 中根１２８１－２ 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0476-97-0035
6962 本埜第二小学校 体育館入口 印西市 笠神１７４５ 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0476-97-0036
6963 本埜中学校 体育館 印西市 笠神２５０ 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0476-97-0009
6964 滝野中学校 体育館 印西市 滝野５－２ 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0476-97-1988
6965 滝野小学校 体育館 印西市 滝野５－１ 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0476-97-1977

6966 もとの保育園 １階玄関 印西市 滝野３－２ 月～土（祝日を除く）
月～金7:00～19:00 土7:00
～17:00

有 0476-97-2935

6967 もとの幼稚園 １階昇降口 印西市 中根１４０３－１０ 月～金 8:00～17:15 無 0476-97-1010
6968 いには野小学校 職員玄関内 印西市 若萩3-9 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0476-98-2080
6969 いには野小学校 体育館 印西市 若萩3-9 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0476-98-2080
6970 宗像小学校 体育館 印西市 岩戸1680 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0476-99-0007
6971 六合小学校 体育館 印西市 瀬戸1580 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0476-98-0006
6972 平賀小学校 体育館 印西市 平賀1161-2 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0476-98-1151
6973 印西地区環境整備事業組合 管理棟２階 印西市 大塚1-1-1 月～金 8：30～17：15 有 0476-46-2731
6974 木下保育園 玄関 印西市 木下1342-2 月～土（祝日を除く) 7:00～19:00 有 0479-42-2733

6975 牧の原地域交流センター 事務室窓口前 印西市 牧の原3-1-2
火～日（但し月曜祝日は可能
で翌日（火）と年末年始は不
可）

8：30～17：15 無 0476-37-5995

6976 エンヂェルハート保育園 事務所内 印西市 武西275-1 月～土 7：00～19：00 有 0476-47-3344
6977 リーベディッヒ大森 １階玄関 印西市 大森２６１４－２ 毎日 24時間 無 0476-42-8864
6978 プラネット １階事務室 印西市 小林１６０８－２ 月～金（祝日を除く） 9:00～17:00 有 0476-85-8086
6979 泉カントリー フロント 印西市 吉田456 毎日（年末年始を除く） 8:00～17:00 無 0476-99-1211
6980 総武カントリー印旛コース ２階マスター室 印西市 造谷495 毎日（年末年始を除く） 7:00～19:00 無 0476-99-1151
6981 総武カントリー北コース １階フロント 印西市 造谷495-2 毎日（年末年始を除く） 7:00～18:00 無 0476-99-1161

6982 学校法人市川学園西の原幼稚園 1階職員室内 印西市 西の原3-15 月～金 8:30～17:00 有
0476-47-0644（土日祝を
除く8:30～17:00）

6983 小倉すくすく保育園 職員室 印西市 小倉６７３－７
月～金（祝日、年末年始を除
く）

7:00～19:00 有 0476-42-5901

6984 コストコ 千葉ニュータウン エントランス自販機横 印西市 泉野3-1186-4 毎日
月～金:10:00～20:00 土日
祝:9:00～20:00

有 0476-48-7333

6985 カインズホーム 千葉ニュータウン店 サービスカウンター内 印西市 泉野１－１４４－６ 毎日 9:00～20:00 有 0476-48-8888
6986 ベイシア 千葉ニュータウン店 サービスカウンター内 印西市 泉野１－１４４－６ 毎日 10:00～20:00 有 0476-48-5555
6987 日本医科大学看護専門学校 各所 印西市 鎌苅１９５５ 月～金（祝日を除く） 9:00～17:00 無 0476-99-1331

6988 くやま小児科医院 受付横 印西市 竜腹寺３５０－２
月、火、木、金、土（祝日を
除く）

9:00～18:00 有 0476-80-9611



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

6989 もとの金城クリニック 検査室 印西市 竜腹寺３５０－２
月、火、木、金、土（祝日を
除く）

9：00～12：20、15：00～
18：00 （土は9：00～
12：20）

無 0476-97-7333

6990 オーベル牧の原 ３号棟入り口 印西市 滝野３－５ 毎日 24時間 有 0476-97-2931
6991 ライフスクエア滝野 管理棟 印西市 滝野４－１ 月～金（祝日を除く） 9:00～17:00 有 0476-97-5251
6992 スウィングベーカリー 1階事務所 印西市 松崎台1-1-11 毎日 24時間 無 0476-45-1600
6993 (株)シーエックスカーゴ 2階食堂 印西市 松崎台1-1-1 毎日（年末年始を除く） 9:00～20:00 有 0476-47-5000
6994 四国化工(株) 入口付近 印西市 松崎台1-4-3 月～金 8:30～17:15 有 0476-48-2810
6995 協栄流通 2階休憩室 印西市 松崎台1-1-1 毎日 24時間 無 0476-47-7500

6996 三井住友銀行千葉ＮＴ支店 ATMコーナー 印西市 中央北1-469-2 毎日
月～土8:00～23:00 日
8:00～21:00

無 0476-46-1211

6997 真名井の湯 1階事務室 印西市 中央南2-3-2 営業日 9:00～24:00 無 0476-48-4126

6998 ホンダカーズ市川 千葉ニュータウン中央店 １階ショールーム 印西市 高花2-1-1
月、水、木、金、土、日（年
末年始を除く）

9:00～19:00 無 0476-485551

6999 ナリタヤ印旛日医大前店 １階レジ付近 印西市 舞姫1-5-10 毎日 9:00～21:45 無 0476-80-3006
7000 特別養護老人ホーム 晴山苑 玄関ホール 印西市 大廻187 毎日 8:30～17:30 無 0476-99-2522
7001 軽費老人ホーム よしきり 1階 医務室 印西市 瀬戸1844-2 毎日 6:00～21:00 無 0476-98-0281

7002 牧の原モア
陽の広場（アイ・ルーレ眼鏡コンタクト
横）

印西市 牧の原1-3 毎日 24時間 無 0476-48-5514

7003 北総鉄道印旛日医大駅 改札前 印西市 若萩1-1 毎日 5:00～24:00 有 0476-98-0587
7004 ジョイフル・アスレチッククラブ 受付 印西市 草深1913 月、火、水、木、土、日 10:00～23:00 有 0476-46-8844
7005 北総鉄道千葉ＮＴ中央駅 改札内 印西市 中央南1-1390-1 毎日 4:40～25:00 有 0476-46-3711
7006 北総鉄道印西牧の原駅 構内 印西市 原1-2191 毎日 5:00～0:45 有 0476-45-8188
7007 きんでん人材開発センター １階ロビー 印西市 高花1-21 毎日 24時間 無 0476-45-2000
7008 メガマックス 受付カウンター内 印西市 西の原5-1 毎日（年末年始を除く） 10:30～19:30 有 0476-48-5255
7009 パチンコ金馬車 店内受付カウンター内 印西市 大森3782-1 毎日 10:00～22:45 有 0476-49-4716
7010 京葉銀行印西支店 受付 印西市 大森3870-3 月～金（祝日を除く） 9:00～15:00 有 0476-42-3231
7011 京葉銀行千葉ＮＴ支店 受付 印西市 中央北2－1－2 毎日 9:00～15:00 有 0476-46-1331
7012 天神幼稚園 玄関昇降口 印西市 大森2428-13 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 0476-42-2682

7013 牧の里クリニック 外来３番診察室 印西市 小林北2-6-14
月・火・木、金、土（祝日を
除く）

月～金9:00～12:30、15:30
～19:00 9:00～12:30

無 0476-97-1321

7014 スロットゼウス 景品交換カウンター 印西市 鹿黒657-1 毎日 10:00～22:45 無 0476-42-1165
7015 シルバーヴィラ大森 2階サービスステーション 印西市 大森2218-1 毎日 24時間 無 0476-42-8800
7016 ホワイトヴィラ印西 １階大広間 印西市 大森2216-3 毎日 8:30～17:00 無 0476-42-7300
7017 ゴールドヴィラ大森 １階事務所 印西市 大森2214 毎日 6:00～20:30 無 0476-42-8155
7018 ベストライフ印西 1階健康管理室 印西市 大森3696 毎日 24時間 無 0476-42-1711
7019 セブンスイミングクラブ牧の里 コーチ室内 印西市 小林北4-1-1 月～土 10:00～21:30 有 0476-97-1525

7020 タップスポーツ千葉 受付 印西市 船尾1453-3 月～土（年末年始を除く）
月～金10:00～21:30 土9:00
～20:00

有 0476-47-1711

7021 竹中工務店技術研究所 2階保健室 印西市 大塚1-5-1 毎日 8:30～17:15 無 0476-47-1700
7022 竹中工務店技術研究所 2階管理部 印西市 大塚1-5-1 毎日 8:30～17:15 無 0476-47-1700
7023 竹中工務店技術研究所 施設内 印西市 大塚1-5-1 毎日 8:30～17:15 無 0476-47-1700
7024 竹中工務店技術研究所 施設内 印西市 大塚1-5-1 毎日 8:30～17:15 無 0476-47-1700
7025 竹中工務店技術研究所 施設内 印西市 大塚1-5-1 毎日 8:30～17:15 無 0476-47-1700
7026 竹中工務店技術研究所 施設内 印西市 大塚1-5-1 毎日 8:30～17:15 無 0476-47-1700
7027 千葉ＮＴデイサービスセンター 玄関 印西市 内野1-5-6 月～金（祝日を除く） 7:00～19:00 無 0476-40-7003
7028 内野南第２団地管理組合集会場 管理棟入口脇 印西市 内野2-6-12 毎日 24時間 有 0476-46-6909
7029 ハートヴィレッヂⅠ （旧館）１Ｆフロアー 印西市 武西1269-1 毎日 24時間 無 0476-47-1122
7030 インフォメーション館 総務室前 印西市 中央北１－５１１ 毎日 8:00～20:00 無 0746-46-5811
7031 ヤオコー 入口 印西市 草深2072 毎日（1/1を除く） 9:30～22:00 有 0476-47-3111
7032 ケーズ電気 入口 印西市 西の原3-2-1 毎日（1/1を除く） 10:00～21:00 無 0476-47-5681



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
7033 綜合警備保障 事務所 印西市 高花1-21 月～金（祝日を除く） 9:00～18:00 有 0476-47-3540
7034 プレーゲ本埜 １階ロビー 印西市 笠神１６２０ 毎日 24時間 無 0476-97-0100
7035 幸の家いずみ １階事務室 印西市 笠神２５４－５ 月、水、木、金、土 8:30～16:30 無 0476-97-3732
7036 山ゆり保育園 玄関内 印西市 萩原 月～金（祝日を除く） 8:00～20:00 有 0476-98-1333
7037 東京電気大学 教育棟1階エントランス 印西市 武西学園台2-1200 毎日 6:00～23:00 無 0476-46-4111
7038 東京電気大学 体育館 エントランス 印西市 武西学園台2-1200 毎日 6:00～23:00 無 0476-46-4111
7039 東京電気大学 １４号館（研究棟）２階エレベーター前 印西市 武西学園台2-1200 毎日 6:00～23:00 無 0476-46-4111
7040 ザ・レジデンス千葉ニュータウン中央 １～４号館住居者用ポスト前 印西市 戸神台2-1 終日使用可能 24時間 無 0476-48-2270
7041 ザ・レジデンス千葉ニュータウン中央 ５号館住居者用ポスト前 印西市 戸神台2-1 終日使用可能 24時間 無 0476-48-2270
7042 BIG HOP（ビッグホップ）ガーデンモール印西 受付カウンター 印西市 原1-2 月～金 8:30～17:15 有 0476-47-1111
7043 BIG HOP（ビッグホップ）ガーデンモール印西 防災センター 印西市 原1-2 月～金 8:30～17:15 有 0476-47-1111
7044 BIG HOP（ビッグホップ）ガーデンモール印西 オペレーションセンター 印西市 原1-2 月～金 8:30～17:15 有 0476-47-1111
7045 イオンモール千葉ニュータウン １階モール棟駐車場出入り口前 印西市 中央北3-2 毎日 10：00～22：00 有 0476-48-4111
7046 イオンモール千葉ニュータウン １階イオン棟銘店 印西市 中央北3-2 毎日 10：00～22：00 有 0476-48-4111

7047 イオンモール千葉ニュータウン 2階モール棟インフォメーションセンター 印西市 中央北3-2 毎日 10：00～22：00 有 0476-48-4111

7048 イオンモール千葉ニュータウン 3階モール棟駐車場出入り口前 印西市 中央北3-2 毎日 10：00～22：00 有 0476-48-4111
7049 日本医科大学千葉北総病院 B棟１階 正面玄関 印西市 鎌苅1715 毎日 24時間 無 0476-99-1111
7050 日本医科大学千葉北総病院 Ｂ棟１階 総合外来２ 印西市 鎌苅1715 毎日 24時間 無 0476-99-1111
7051 日本医科大学千葉北総病院 Ｂ棟１階 輸液療法室 印西市 鎌苅1715 毎日 24時間 無 0476-99-1111
7052 日本医科大学千葉北総病院 Ｂ棟２階 泌尿器科わき 印西市 鎌苅1715 毎日 24時間 無 0476-99-1111
7053 日本医科大学千葉北総病院 Ｂ棟地階 資材課わき 印西市 鎌苅1715 毎日 24時間 無 0476-99-1111
7054 日本医科大学千葉北総病院 Ｃ棟１階 放射線センター入口 印西市 鎌苅1715 毎日 24時間 無 0476-99-1111
7055 日本医科大学千葉北総病院 Ｃ棟２階 中央検査室入口 印西市 鎌苅1715 毎日 24時間 無 0476-99-1111
7056 日本医科大学千葉北総病院 Ｄ棟１階 救急外来入口 印西市 鎌苅1715 毎日 24時間 無 0476-99-1111
7057 日本医科大学千葉北総病院 Ｄ棟２階 リハビリセンター 印西市 鎌苅1715 毎日 24時間 無 0476-99-1111
7058 日本医科大学千葉北総病院 看護師寮Ａ棟エントランス 印西市 鎌苅1715 毎日 24時間 無 0476-99-1111
7059 日本医科大学千葉北総病院 看護師寮Ｂ棟エントランス 印西市 鎌苅1715 毎日 24時間 無 0476-99-1111
7060 内野南第一団地管理事務所 管理事務所入口左側 印西市 内野2-6-42 毎日 24時間 無 0476-46-3764

7061 銀の鈴保育園 事務室 印西市 高花5-3 月～土
7：00～20：00（土18：
00）

有 0476-47-7566

7062 原山保育園 事務室 印西市 草深1177-18 月～土
7：00～20：00（土17：
00）

有 0476-47-6600

7063 星虹保育園 玄関 印西市 戸神609-2 月～金 7：00～20：00 無 0476-40-1189
7064 上町会館 玄関脇（外付） 印西市 木下774 毎日 24時間 有
7065 木下コスモスセンター 一階 玄関脇 屋外 印西市 木下1478-5 毎日 24時間 無
7066 アルカサール アルカサール管理事務所内 印西市 中央北1-469 毎日 7：00～22：00 無 0476-46-5121

7067 泉公園パークゴルフ場 パークゴルフ場事務室 印西市 泉野3-2
毎日（月曜日、年末年始を除
く）

9:00～17:00 有 0476-46-2238

7068 印旛医科器械歴史資料館 １階通路 印西市 舞姫1-1-1
月、水、金（祝日、年末年始
は不可）

10:00～16:00 有 0476-98-1390

7069 船穂コミュニティセンター １階ロビー 印西市 船尾786-1
毎日（第２・第４木曜日、年
末年始を除く）

9:00～17:00 有 0476-48-5311

7070 木下交流の杜歴史資料センター 展示室入口脇 印西市 木下1489-1
火～日（祝日、年末年始、月
曜日が祝日の場合その後の最
も近い休日でない日を除く）

8：30～17：15 無 0476-40-3500

7071 瀬戸幼稚園 職員玄関内 印西市 瀬戸1580 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0476-98-0434
7072 ガーデンコート西の原 管理事務室 印西市 西の原3-10 毎日 24時間 無 0476-45-8331

7073 北総花の丘公園
Bゾーン花と緑の文化館２階公園管理事務
所受付

印西市 原山1-12-1 毎日（第2水曜日を除く） 9：00～17：00 無 0476-47-4030

7074 北総花の丘公園 Eゾーン管理事務所内 印西市 原山1-12-1 毎日（第2水曜日を除く） 9：00～17：00 無 0476-47-4030



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
7075 印旛特別支援学校 １階廊下 印西市 平賀1160-2 平日 ８：００～１７：００ 有 0476-98-2200

7076 船尾コミュニティセンター １階ロビー 印西市 船尾786-1
毎日（第2、第4土曜日を除
く）

9：00～21：00 無 0476-48-5311

7077 日本医科大学千葉北総病院職員住宅 ４号棟エントランス 印西市 舞姫1-11 毎日 ２４時間 無 0476-99-1111
7078 ハートヴィレッヂⅡ （新館）１階フロアー 印西市 武西1269-1 毎日 24時間 無 0476-47-1122
7079 白井高等学校 管理棟１階職員昇降口 白井市 白井市池の上1-8-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 047-491-1511
7080 白井高等学校 体育館１階昇降口 白井市 白井市池の上1-8-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 047-491-1511

7081 白井市白井児童館 事務室窓口脇 白井市 復1458-1
月、水、木、金、土、日（祝
日、年末年始を除く）

9:00～17:00 有 047-491-0166

7082 白井市障害者支援センター 事務室 白井市 南山１－８－１
月～金、第２・４土（祝日、
年末年始を除く）

月～金     8:30～17:30、
第２・４土  8:30～17:00

無 047-401-0621

7083 白井市コミュニティーセンター 事務室脇壁面 白井市 復1458-1
月、水、木、金、土、日（祝
日、年末年始を除く）

9:00～19:00 有 047-491-1505

7084 白井市役所庁舎 １階ロビー 白井市 復1123
月～金（祝日、年末年始を除
く）

8:30～17:15 有 047-492-1111

7085 保健福祉センター １階健康情報広場 白井市 復1123
月～金（祝日、年末年始を除
く）

8:30～17:15 有 047-497-3482

7086 老人福祉センター １階ロビー 白井市 清戸766-1
月～金（祝日、年末年始を除
く）

9:00～17:00 有 047-492-2022

7087 白井文化センター １階エントランス 白井市 復1148-8 火～日（年末年始を除く） 9:00～17:00 有 047-492-1123
7088 白井運動公園 １階事務所前 白井市 神々廻1728-1 火～日（年末年始を除く） 8:30～17:15 有 047-497-0222
7089 市民プール（夏期以外は白井運動公園保管） 事務所内（可搬） 白井市 神々廻1701-1 夏期オープン期間中 9:00～17:00 有 047-492-3113
7090 西白井複合センター １階ロビー 白井市 清水口1-2-1 火～日 8:30～17:15 有 047-492-1011

7091 白井駅前センター １階事務所前 白井市 堀込1-2-2 火～日（年末年始を除く）
8:30～21:00 月曜・祝日
休み

有 047-497-1151

7092 白井第一小学校 玄関 白井市 根105
月～金（祝日、年末年始を除
く）

8:00～16:30 有 047-492-0513

7093 白井第二小学校 職員室 白井市 中181-2 月～金（祝日を除く） 7:30～17:00 有 047-492-0020

7094 白井第三小学校 玄関事務室前 白井市 根336-15
月～金（祝日、年末年始を除
く）

7:30～17:00 有 047-491-8181

7095 大山口小学校 職員玄関 白井市 大山口2-2-1 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 047-491-8030
7096 清水口小学校 グランド側昇降口脇 白井市 清水口2-3-1 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 047-491-8070

7097 南山小学校 昇降口脇 白井市 南山1-7-1
月～金（祝日、年末年始を除
く）

8:05～16:35 有 047-491-8071

7098 七次台小学校 職員室前廊下 白井市 七次台3-17-1 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 047-491-5780

7099 池の上小学校 昇降口前 白井市 池の上2-21
月～金（祝日、年末年始を除
く）

8:00～16:30 有 047-492-2611

7100 桜台小学校 体育館 白井市 桜台3-28 月～金（祝日を除く） 8:00～17:00 有 047-492-7011

7101 白井中学校 玄関放送室脇 白井市 根54
月～金（祝日、年末年始を除
く）

8:00～16:30 無 047-492-0524

7102 大山口中学校 昇降口 白井市 大山口2-1-1 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 047-491-8091

7103 南山中学校 職員室入口 白井市 南山1-6-1
月～金（祝日、年末年始を除
く）

8:00～16:30 無 047-492-1441

7104 七次台中学校 職員玄関 白井市 七次台1-21-1 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 無 047-491-1275
7105 桜台中学校 職員室入口 白井市 桜台3-27 月～金（祝日を除く） 8:00～17:00 有 047-492-7020

7106 冨士センター ロビー階段脇 白井市 冨士239-2
月～土（祝日、年末年始を除
く）

8:30～17:15 有 047-446-1911

7107 公民センター 玄関ロビー 白井市 中98-17
月～土（祝日、年末年始を除
く）

8:30～17:30 有 047-492-5266

7108 桜台センター 玄関エレベーター脇 白井市 桜台2-14
火～日（祝日、年末年始を除
く）

8:30～19:00（団体使用時
は～21:00）

無 047-491-7111



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

7109 清水口保育園 玄関 白井市 清水口2-8-1
月～土（祝日、年末年始を除
く）

月～金7:00～19:00 土7:00
～17:00

有 047-491-8082

7110 南山保育園 玄関 白井市 南山1-7-1
月～金 7:00～19:00 土
7:00～17:00

月～金7:00～19:00 土曜
7:00～17:00

有 047-491-1413

7111 桜台保育園 玄関 白井市 桜台2-9
月～土（祝日、年末年始を除
く）

月～金7:00～19:00 土7:00
～17:00

有 047-492-6101

7112 高齢者就労指導センター 玄関 白井市 清戸765-2
月～金（祝日、年末年始を除
く）

8:30～17:15 有 047-498-1717

7113 くすりの福太郎西白井店 1階入り口 白井市 西白井２－２６－１２ 毎日 9：00～21：00 無 047-492-6029

7114 しだ内科消化器クリニック 1階内視鏡室 白井市 根1970-1-2 月火水金土
月～金9：00～18：00土
9：00～12：00

無 047-498-3715

7115 マツモトキヨシ白井店 １階レジ脇 白井市 冨士102-1 毎日 9：00～24：00 有 047-444-0179
7116 愛の家グループホーム白井冨士 1階玄関 白井市 冨士73-89 毎日 24時間 無 047-441-5350
7117 マツモトキヨシ西白井店 １階レジ脇 白井市 けやき台１－１－１－３ 毎日 10：00～21：45 無 047-497-0122

7118 はなぶさ保育園 １階事務室 白井市 大山口2-2-2
月～土(祝日、年末年始を除
く)

8：30～19：00 有 047-497-7870

7119 ロイヤルホームセンター白井店 サービスセンター前 白井市 冨士137-2 毎日（1/1を除く） 9:00～20:00 無 047-441-7222

7120 こざくら保育園 事務室 白井市 根１８３２－１
月～土（祝日、年末年始を除
く）

月～金8:30～16:30 土8:30
～12:00

有 047-401-1181

7121 ひまわり保育園 1階保健室 白井市 折立６１８－１０
月～土（祝日、年末年始を除
く）

月～金7:00～19:00 土7:30
～17:00

有 047-491-8384

7122 ふじ保育園 1階正面玄関 白井市 冨士239-1
月～土（祝日、年末年始を除
く）

月～金7:00～19:00 土7:00
～17:00

有 047-402-2500

7123 特別養護老人ホームアンスリール 事務所①※夜間はインターホンで対応 白井市 神々廻1889-2 毎日利用可能 24時間 有 047-404-6700
7124 特別養護老人ホームアンスリール 事務所②※夜間はインターホンで対応 白井市 神々廻1889-2 毎日利用可能 24時間 無 047-404-6700

7125 白井保育園 玄関ホール 白井市 白井４２９
月～土（祝日、年末年始を除
く）

月～金7:00～19:00 土7:00
～17:00

有 047-497-0359

7126 伊藤診療所 通路 白井市 復１４５０－２３
月～土（祝日、年末年始を除
く）

月～金8:00～12:00、14:00
～18:30 土8:00～12:00

無 047-492-0527

7127 プリスタレジデンス１棟
マンション出入口エレベーター付近共有
通路

白井市 笹塚２－５－１ 毎日 24時間 有 04-7491-3741

7128 プリスタレジデンス２棟 エントランス付近 白井市 笹塚２－５－２ 毎日 24時間 無 04-7491-3741

7129 リハモードヴィラ白井
楽リハディサービス（リハビリ室）※夜間
はインターホンで対応

白井市 根235-2 毎日 24時間 無 047-497-2350

7130 リハモードヴィラ白井
サービス付き高齢者住宅（2Ｆ）※夜間は
インターホンで対応

白井市 根235-2 毎日 24時間 無 047-497-2350

7131 リハモードヴィラ白井
地域密着型特定施設（処置室）※夜間は
インターホンで対応

白井市 根235-2 毎日 24時間 無 047-497-2350

7132 英幼稚園 1階事務室 白井市 大山口2-2-2
月～土（祝日、年末年始を除
く）

月～金7:00～19:00 土7:00
～17:00

有 047-491-3036

7133 日弘ビックス㈱ 技術部事務所入り口 白井市 平塚2593
月～金（祝日、年末年始を除
く）

8:30～17:30 無 047-497-1371

7134 ジェコス株式会社 A地区 事務所棟玄関ホール 白井市 中98-1
月～金（祝日、年末年始を除
く）

8:30～17:00 無 047-492-0111

7135 ジェコス株式会社 Ｇ地区 事務所 白井市 河原子359-1
月～金（祝日、年末年始を除
く）

8:30～17:00 無 047-492-0182

7136 ジェコス株式会社 Ｅ地区 事務所 白井市 中131-1
月～金（祝日、年末年始を除
く）

8:30～17:00 無 047-497-6022

7137 ジェコス株式会社 Ｄ地区 事務所 白井市 中142
月～金（祝日、年末年始を除
く）

8:30～17:00 無 047-492-0833



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

7138 ジェコス株式会社 Ｂ地区 事務所 白井市 中143
月～金（祝日、年末年始を除
く）

8:30～17:00 無 047-492-0049

7139 ジェコス株式会社 Ｃ地区 事務所 白井市 中301-1
月～金（祝日、年末年始を除
く）

8:30～17:00 無 050-5540-4736

7140 ジェコス株式会社 Ｆ地区 事務所 白井市 中450-1
月～金（祝日、年末年始を除
く）

8:30～17:00 無 記載不可

7141 南山第一住宅管理事務所 事務所入り口（外） 白井市 南山1-5-13 毎日（年末年始を除く） 24時間 有 047-491-9740

7142 もりや内科・呼吸器科クリニック 受付 白井市 冨士129-29
月、火、水、金、土（土曜の
午後、祝日を除く）

月～金8:30～12:00、14:30
～18:00 土8:30～12:00

無 047-498-6622

7143 ウェルシア冨士店 調剤室出入口 白井市 冨士120-3 毎日 9:00～24:00 無 047-441-8351
7144 ウェルシア西白井店 店舗出入口 白井市 清水口1-1-26 毎日 9:00～24:00 無 047-498-3933

7145 シルド工業 １階食堂 白井市 中４０２
月～金（祝日、年末年始を除
く）

8:30～16:40 有 047-492-0912

7146 船橋カントリークラブ 受付 白井市 清戸７０７
月、水、木、金、土、日（祝
日、年末年始を除く）

7:00～17:00 有 047-497-0236

7147 酒井医療 第１工場 工場棟入口 白井市 平塚２６６８－３
月～金（祝日、年末年始を除
く）

8:45～17:45 無 047-497-1911

7148 酒井医療 白井物流センター 事務所内 白井市 根２３５－２
月～金（祝日、年末年始を除
く）

8:45～17:45 無 047-497-2011

7149 フクダ電子 事務所 白井市 中３０５－１
月～金（祝日、年末年始を除
く）

9:00～17:30 有 047-492-2011

7150 北総鉄道 白井駅 改札外 チャージ機横 白井市 復６２０ 毎日 4:00～0:40 有 047-492-1871
7151 北総鉄道 西白井駅 改札内 白井市 根1059-2 毎日 5:00～24:40 有 047-492-1851

7152 JRA競馬学校 入口守衛室 白井市 根835-1
月～金（祝日、年末年始を除
く）

9:00～17:00 無 047-491-0333

7153 ホーマックスーパーデポ白井店 サービスカウンター裏 白井市 笹塚１-２-１ 毎日（1/1を除く） 9:00～20:00 有 047-498-2222

7154 首都圏日立物流サービス㈱ 守谷営業所 白井係 １階事務所 白井市 中１４９－１
月～金（祝日、年末年始を除
く）

7:45～17:30 無 047-491-0113

7155 首都圏日立物流サービス㈱ オリエント事業部 １階事務所 白井市 中８０－４
月～金（祝日、年末年始を除
く）

9:00～18:00 無 047-401-5525

7156 京葉銀行白井支店 正面入口 白井市 清水口1-1-16
月～金（祝日、年末年始を除
く）

9:00～15:00 有 047-492-1881

7157 白井の湯 受付 白井市 中149-1 毎日
月～金10:00～24:00 土・日
8:00～24:00

有 047-497-2626

7158 ㈱タイヨー白井店 階段踊り場 白井市 根73-3 毎日（年末年始を除く） 9:30～21:00 有 047-492-4851
7159 ケーズデンキ白井駅前店 正面入り口 白井市 笹塚２－１－１ 毎日（1/1を除く） 10:00～21:00 無 047-498-3150
7160 パーラーアップル白井店 景品カウンター 白井市 根１７２９－１ 毎日 10:00～23:00 無 047-498-4331
7161 ＶＺＯＮＥ白井店 景品カウンター 白井市 冨塚781-1 毎日 10:00～23:00 無 047-497-0033
7162 グループホーム いっしん館 正面玄関（夜間はインターホンで対応） 白井市 西白井3-14-9 毎日 24時間 無 047-498-3400
7163 特別養護老人ホーム 菊華園 本館１階 正面玄館入口 白井市 神々廻1030 毎日 5:00～22:00 無 047-492-8111
7164 特別養護老人ホーム 菊華園 白井市 神々廻1030 毎日 5:00～22:00 無 047-492-8111
7165 オーベクス株式会社 作業場 白井市 河原子265 毎日 24時間 無 047-497-0311

7166 オーベクス株式会社 物流センター事務所入り口 白井市 河原子265
月～金（祝日、年末年始を除
く）

8：45～17：25 無 047-497-0311

7167 ナリタヤ食彩館白井店 店内入口 白井市 根152-1 毎日 9：30～21：00 有 047-497-6588
7168 富里高等学校 事務室前 富里市 富里市七栄181-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～17:00 無 0476-92-1441
7169 富里高等学校 柔道場前 富里市 富里市七栄181-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～17:00 無 0476-92-1441
7170 富里特別支援学校 管理棟職員玄関 富里市 富里市七栄483-2 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 0476-92-2100
7171 富里市役所 玄関ロビー 富里市 富里市七栄６５２－１ 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0476-93-1111
7172 社会体育館 玄関ロビー 富里市 七栄652-268 毎日 8:30～21:00 有 0476-92-1597
7173 保健センター 事務室内 富里市 富里市七栄６５２－２ 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0476-93-4121



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
7174 富里市役所中央公民館 玄関ロビー 富里市 富里市七栄６５２－１ 毎日 8:30～21:00 有 0476-92-1211

7175 北部コミュニティーセンター ロビー 富里市 富里市日吉台３－２４－１ 毎日（12/28～1/4を除く） 9:00～21:00 有 0476-93-3755

7176 中部ふれあいセンター ロビー 富里市 七栄448-10 毎日（12/28～1/4を除く） 9:00～21:00 有 0476-91-3363

7177 富里市立図書館 ホール 富里市 富里市七栄６５３－１

火～日（閉館日を除く） 閉
館日…月曜日（月曜日が祝日
の場合は翌平日）、毎月末の
木曜日、12/28～1/4、その他
不定休あり

9:30～18:00（金曜日は～
19:00(祝日が重なったら
18:00まで)）

無 0476-90-4646

7178 富里小学校 体育館出入口廊下 富里市 富里市七栄７２０ 開校日 開講時間内 有 0476-93-0006
7179 富里第一小学校 体育館出入口廊下 富里市 中沢573 開校日 開講時間内 有 0476-93-6881
7180 富里南小学校 体育館アリーナ壁面 富里市 御料4-1 開校日 開講時間内 有 0476-93-1015
7181 浩養小学校 体育館アリーナ壁面 富里市 十倉185-54 開校日 開講時間内 有 0476-94-0951
7182 洗心小学校 体育館アリーナ壁面 富里市 十倉732-3 開校日 開講時間内 有 0476-94-0851
7183 日吉台小学校 体育館出入口 富里市 日吉台4-21 開校日 開講時間内 有 0476-93-6369
7184 根木名小学校 体育館アリーナ壁面 富里市 根木名1005-3 開校日 開講時間内 有 0476-92-0662
7185 七栄小学校 体育館出入口 富里市 七栄132-7 開校日 開講時間内 有 0476-92-9070
7186 富里中学校 体育館出入口 富里市 七栄652-226 開校日 開講時間内 有 0476-93-0012
7187 富里北中学校 体育館出入口 富里市 日吉倉1515-31 開校日 開講時間内 有 0476-93-9508
7188 富里南中学校 体育館出入口 富里市 十倉127-38 開校日 開講時間内 有 0476-93-1171
7189 消防本部 食堂 富里市 七栄735-2 毎日 24時間 有 0476-92-1311
7190 葉山保育園 職員室 富里市 御料1009－32 開園日 開園時間内 有 0476-93-1215
7191 かなめ整形外科 診察室 富里市 日吉台1-11-13 診療日 診療時間内 無 0476-93-9075
7192 笹山眼科医院 処置室 富里市 日吉台2-91-6 診療日 診療時間内 無 0476-92-6815
7193 成田富里徳洲会病院 １階受付、２階廊下 富里市 日吉台1-1-1 毎日 24時間 無 0476-93-1001
7194 のもと耳鼻咽喉科気管食道科 診察室 富里市 日吉台2-4-3 診療日 診療時間内 有 0476-91-3330
7195 あずま醫院 院内 富里市 富里市七栄646-786 診療日 診療時間内 有 0476-90-1168
7196 せきねこどもクリニック 院内 富里市 富里市七栄646-786 診療日 診療時間内 有 0476-90-1166
7197 すいかクリニック 院内 富里市 富里市七栄743 診療日 診療時間内 有 0476-90-0019
7198 にしだクリニック富里 院内 富里市 富里市七栄420-1 診療日 診療時間内 無 0476-93-0080
7199 弓立産婦人科 院内２階 富里市 富里市七栄646-16 診療日 24時間 無 0476-93-8272
7200 湯山整形外科 診察室 富里市 富里市七栄674-19 診療日 診療時間内 有 0476-91-2412

7201 戸村内科クリニック 院内 富里市 富里市御料923-11 月、火、木、金
診療時間内(月～金 9：00
～17:30、土 9：00～12：
00）

無 0476-92-9011

7202 中沢病院 １階職員食堂前 富里市 富里市中沢1596-5 毎日 24時間 無 0476-94-1111
7203 黒須医院 院内 富里市 富里市十倉44 診療日 診療時間内 無 0476-94-0955
7204 いとう歯科クリニック 院内 富里市 富里市日吉台3-24-6 診療日 診療時間内 無 0476-93-4114
7205 しいな歯科 院内 富里市 富里市七栄654-79 診療日 診療時間内 無 0476-90-2525
7206 富里ガーデン歯科医院 院内 富里市 富里市七栄649-671 診療日 診療時間内 無 0476-92-3203
7207 まつもと歯科医院 院内 富里市 富里市七栄674-12 診療日 診療時間内 有 0476-91-3761
7208 宮内歯科 院内 富里市 富里市御料1032-86 診療日 診療時間内 有 0476-91-2030
7209 協和厚生園 医務室 富里市 日吉倉1082 開園日 開園時間内 無 0476-93-1535
7210 特別養護老人ホーム九十九荘 医務室 富里市 立沢新田192-16 開館日 開館時間内 無 0476-91-1231
7211 十倉厚生園 医務室 富里市 十倉2443 開園日 開園時間内 無 0476-94-2101
7212 ラディソンホテル成田 フロント 富里市 七栄650-35 営業日 営業時間内 無 0476-93-1234
7213 久能カントリー倶楽部 クラブハウス 富里市 久能722 営業日 営業時間内 無 0476-93-9000
7214 夢屋富里店(パチンコ店) 景品交換カウンター 富里市 七栄547-13 営業日 10:00～22:45 無 0476-93-4991
7215 パールショップともえ富里８０２ 入口横 富里市 七栄532-84 営業日 10:00～22:45 無 0476-90-5802
7216 富里市農業共同組合 待合ロビー 富里市 七栄652-225 営業日 営業時間内 無 0476-93-2111
7217 ジェコス富里機械センター 事務所 富里市 美沢11－5 営業日 営業時間内 無 0476-90-0612



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
7218 千葉県富浦学園 管理棟1階ホール 南房総市 富浦町多田良1185-1 毎日利用可能 常時 有 0470-33-3939
7219 安房拓心高等学校 教室棟１階職員玄関 南房総市 南房総市和田町海発1604 月～金 土日祝日は利用不可 8:25～16:55 無 0470-47-2551
7220 安房拓心高等学校 セミナーハウス出入口 南房総市 南房総市和田町海発1604 月～金 土日祝日は利用不可 8:25～16:55 無 0470-47-2551
7221 館山警察署千倉幹部交番 交番内 南房総市 千倉町瀬戸２９１６ 毎日利用可能 終日 有 0470-44-0110
7222 館山消防署犬掛分遣所 消防車 南房総市 犬掛１６１－１ 毎日利用可能 24時間 無 0470-58-3119

7223 平群保育所 玄関ロビー 南房総市 平久里中224-3 月～土（祝日除く）
月～金07：15～18：15
土07：15～12：30

有 0470-58-0041

7224 富山公民館 １階 南房総市 久枝327 毎日 8:30～17:15 無 0470-57-3590
7225 富楽里とみやま ２階交流広場 南房総市 二部1900 毎日 7:30～18:00 無 0470-57-2601
7226 富山ふれあいスポーツセンター １階ロビー 南房総市 久枝1024 施設利用日のみ 施設利用時間内 無 0470-57-2511
7227 富山中学校・小学校 体育館 南房総市 合戸22－１ 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 無 0470-57-2062
7228 嶺南中学校和田校舎 １階 体育館(玄関） 南房総市 和田町海発１６０２ 開校日 16:00～18:00 無 0470-47-4151
7229 和田地域福祉センターやすらぎ １階 正面玄関付近廊下 南房総市 和田町松田８２８ 毎日 8:30～17:15 有 0470-47-3390
7230 和田コミュニティーセンター内和田地域センター １階ロビー 南房総市 和田町仁我浦２０６ 毎日 8:30～17:15 無 0470-47-3111

7231 和田保育所 １階 玄関 南房総市 和田町下三原９７ 月～土（祝日を除く）
月～金7:15～18:15 土7:15
～12:30

有 0470-47-2773

7232 南三原幼稚園 １階 廊下 南房総市 和田町下三原３５８ 月～金（祝日を除く） 8:00～18:00 有 0470-47-2349
7233 和田幼稚園 １階 玄関 南房総市 和田町仁我浦８６ 月～金（祝日を除く） 8:00～16:45 有 0470-47-2348
7234 館山消防署和田分遣所 消防車 南房総市 和田町柴１８０－１８ 毎日利用可能 24時間 無 0470-47-2200
7235 南三原小学校 １階 体育館(玄関） 南房総市 和田町下三原360 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 無 0470-47-2100
7236 和田小学校 児童用昇降口 南房総市 和田町仁我浦8－１ 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 無 0470-47-2064

7237 私立丸山保育所 １階玄関 南房総市 岩糸２１４４－１ 月～土
7:15～18:15（土曜は～
12:30）

有 0470-46-3310

7238 館山消防署丸山分遣所 消防車 南房総市 珠師ヶ谷１２９９－２ 毎日利用可能 24時間 無 0470-46-3130
7239 丸山地域センター １階玄関 南房総市 岩糸２４８９ 毎日 8:30～17:15 無 0470-46-3111
7240 航空自衛隊 峯岡山分屯基地 体育館内 派遣班事務所内 南房総市 丸山平塚乙２－５６４ 毎日 24時間 有 0470-46-3001
7241 丸山体育館 体育館 南房総市 岩糸２５０４ 毎日(休館日を除く） 9:00～17:00 有 0470-46-2988

7242 忽戸小学校 体育館 １階 玄関 南房総市 千倉町忽戸250 毎日（12/29～1/3を除く）
9:00～22:00 （但し施設
利用者がいる時間帯のみ）

有 0470-46-2964

7243 七浦小学校 体育館 １階 玄関 南房総市 千倉町大川638 毎日（12/29～1/3を除く）
9:00～22:00 （但し施設
利用者がいる時間帯のみ）

有 0470-46-2964

7244 南房総市富浦体育館 ロビー 南房総市 富浦町青木71 毎日
8:30～22:00（ただし利用
団体があるときのみ）

有 0470-46-2964

7245 丸幼稚園 １階玄関 南房総市 石堂312 月～金（祝日を除く） 8:00～16:45 有 0470-46-2756
7246 嶺南中学校 体育館 南房総市 沓見2705 月～金（祝日を除く） 8:30～16:30 無 0470-46-2142
7247 南幼稚園 遊戯室入口 南房総市 安馬谷２０４３ 月～金（祝日を除く） 8:00～16:45 有 0470-46-2002
7248 南小学校 １階玄関 南房総市 沓見98－１ 月～金（祝日を除く） 8:30～16:30 有 0470-46-2002

7249 ちくら介護センターゆらり 1階 玄関ロビー 南房総市 千倉町瀬戸2705-6
毎日（休業日（不定休）、
12/29～1/3を除く）

8:30～17:15 有 0470-44-3541

7250 千倉Ｂ＆Ｇ海洋センター 1階 玄関 南房総市 千倉町川戸544 毎日（12/29～1/3を除く） 9:00～17:00 無 0470-44-3381
7251 館山消防署千倉分署 消防車 南房総市 千倉町北朝夷2830-2 毎日利用可能 24時間 無 0470-44-2100
7252 館山消防署千倉分署 救急車 南房総市 千倉町北朝夷2830-2 毎日利用可能 24時間 有 0470-44-2100
7253 千倉中学校 1階 来客用玄関前（屋外） 南房総市 千倉町北朝夷630 毎日 24時間 無 0470-44-1311

7254 朝夷行政センター
1階 ロビー※土日祝日、12/29～1/3は日
直が対応

南房総市 千倉町瀬戸２２９６ 毎日 8:30～17:15 無 0470-44-1111

7255 南房総市立千倉こども園（幼保一体化施設） 1階 玄関 南房総市 千倉町南朝夷１４００
月～土（祝日、12/29～1/3を
除く）

7:15～18:15（土曜は～
12:30）

有 0470-44-0703

7256 千倉学童保育所 １階 玄関 南房総市 千倉町瀬戸1616
月～金（祝日、12/29～1/3を
除く）、夏休み期間

月～金14:00～18:15 夏休み
期間8:00～18:15

無 0470-44-0137
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7257 千倉小学校 1階 保健室 南房総市 千倉町瀬戸1616
月～金  土日祝日、不定
休、12/29～1/3は利用不可

8:00～16:30 無 0470-44-0137

7258 子育て支援センターほのぼの センター内 南房総市 珠師ヶ谷１２８９－１３ 月～土 8:30～17:15 有 0470-40-5111
7259 館山消防署白浜分遣所 消防車 南房総市 白浜町白浜5840-1 毎日利用可能 24時間 無 0470-38-4194
7260 館山消防署白浜分遣所 救急車 南房総市 白浜町白浜5840-1 毎日利用可能 24時間 有 0470-38-4194
7261 南房総市役所 白浜地域センター 庁舎１階ホール 南房総市 白浜町白浜3467－１ 毎日 8:30～17:15 無 0470-38-3111
7262 白浜幼稚園 玄関 南房総市 白浜町白浜３０６１ 月～金 8:00～17:00 有 0470-38-2149
7263 白浜中学校 体育館 南房総市 白浜町滝口5580 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 無 0470-38-2079
7264 白浜小学校 体育館 南房総市 白浜町白浜3061 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0470-38-2023
7265 道の駅 三芳村鄙の里 交流センター事務室 南房総市 川田82-2 毎日 9:00～17:30 無 0470-36-4116
7266 南房総市役所 三芳分庁舎 １階ロビー 南房総市 谷向100 毎日 8:30～17:15 無 0470-36-2111
7267 三芳中学校 体育館 南房総市 本織60 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 無 0470-36-2017
7268 三芳小学校 体育館 南房総市 谷向150 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 無 0470-36-2013
7269 三芳保健福祉センター １階ロビー 南房総市 谷向１１６－２ 月～金 8:30～17:15 無 0470-36-1152
7270 大津の里 花倶楽部 正面入口 南房総市 富浦町大津320 毎日（不定休) 09:00～17:00 有 0470-33-4616
7271 道の駅とみうら枇杷倶楽部 売店付近階段脇 南房総市 富浦町青木123-1 毎日 9:00～18:00 有 0470-33-4611

7272 南房総市立富浦こども園 職員室 南房総市 富浦町深名710-1 月～土
月～金07:00～18:30  土
07:00～12:00

有 0470-33-4581

7273 南房総市立富浦こども園 プール付近 南房総市 富浦町深名710-1 月～土
月～金07:00～18:30  土
07:00～12:00

有 0470-33-4581

7274 とみうら元気倶楽部 事務室受付 南房総市 富浦町原岡88-2 毎日 8:30～17:15 有 0470-33-3411
7275 館山消防署富浦分遣所 消防車 南房総市 富浦町多田良1191 毎日利用可能 24時間 無 0470-33-3333
7276 南房総市立富浦中学校 職員室前廊下 南房総市 富浦町青木249-1 月～金 7:30～18:30 無 0470-33-2075
7277 南房総市立富浦小学校 １階保健室横廊下 南房総市 富浦町原岡931 月～金 7:30～18:30 無 0470-33-2053
7278 南房総市役所 玄関 南房総市 富浦町青木28 毎日 24時間 有 0470-33-1021

7279 白浜コミュニティセンター １階 ロビー 南房総市 白浜町白浜14955 毎日（年末年始は除く）
08：30～22：00（利用者
予定が無い場合は17：15）

無 0470-29-7770

7280 みよしこども園 1階玄関 南房総市 明石２０ 月～土（祝日を除く）
月～金７:30～18:00 土
７:15～12:30

有 0470-29-5611

7281 白鳩保育園 １階保育室（もも組） 南房総市 竹内180 月～土（祝日除く） 07：30～19：30 有 0470-57-2173

7282
サテライト型小規模介護老人保健施設 葵の園・岩井
海岸

１階事務室 南房総市 久枝1143 毎日 ２４時間 無 0470-50-3171

7283 小規模特別養護老人ホーム 夕凪の郷 ２階廊下 南房総市 久枝257 毎日 ２４時間 無 0470-28-5644
7284 白浜フローラルホール １階 ロビー 南房総市 白浜町滝口6767-1 施設利用日のみ（不定休） 09：00～18：00 有 0470-28-5101
7285 特別養護老人ホーム伏姫の郷 １階 事務室 南房総市 平久里下1129-2 毎日 24時間 無 0470-58-2011

7286 コスモクラシッククラブ １階 クラブハウス 南房総市 平塚乙２－４０４ 毎日
月～金6:45～18:00 土日
6:00～19:00

無 0470-58-0311

7287 富山国保病院 １階受付カウンター 南房総市 平久里中１４１０－１ 毎日 8:30～17:15 無 0470-58-0301
7288 練馬区立岩井少年自然の家 ２階ラウンジ 南房総市 久枝８３７ 毎日 8:00～17:00 有 0470-57-4141

7289 若林医院 １階 待合室 南房総市 市部155-12
月～土（休院日（不定休）を
除く）

月～金8:00～17:00 土8:00
～12:00

有 0470-57-2538

7290 介護老人保健施設 葵の園・南房総 ３階 ナースステーション 南房総市 久枝1140 毎日 ２４時間 無 0470-50-3301

7291 北区立岩井学園 １階保健室 南房総市 久枝４１４ 毎日
24時間（ただし11/18～
3/31は8:00～17:00）

有 0470-50-3070

7292 特別養護老人ホーム花の里 １階 事務室 南房総市 和田町松田８０８ 毎日 8:30～17:30 無 0470-47-5193
7293 道の駅 和田浦ＷＡ・Ｏ １階 カウンター内 南房総市 和田町仁我浦２４３－１ 毎日 9:00～18:00 有 0470-47-3100

7294 間宮医院 １階 （診察室） 南房総市 和田町仁我浦１２３
月～土（水曜の午後、祝日を
除く）

8:00～17:00 有 0470-47-2039

7295 中原病院 １階 （外来診察室） 南房総市 和田町仁我浦１９－１ 月～土（祝日を除く） 8:00～17:30 無 0470-47-2021
7296 特別養護老人ホーム リブ丸山 １階（ロビー） 南房総市 川谷３０２-５ 毎日 24時間 無 0470-46-4677



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
7297 ソフトバンクテレコム丸山国際中継所 Ｃ棟２階玄関 南房総市 白子２６９８－１９ 月～金（祝日を除く） 9:00～17:45 無 0470-46-4571

7298 青木内科クリニック 診察室 南房総市 安馬谷２０７１ 月、火、水、金、土
8:30～12:00、15:00～
17:30

有 0470-46-2012

7299 ウエルシア南房総千倉店 １階 南側入り口 南房総市 千倉町瀬戸2980-212 毎日
9:00～24:00（1/1は10:00
～20:00）

無 0470-44-3933

7300 千倉自動車教習所 2階 所長室 南房総市 千倉町北朝夷2967－2
水～日（休所日（不定休）、
12/29～1/4を除く）

7:00～19:00 無 0470-44-2311

7301 京葉銀行 千倉支店 1階 ロビー 南房総市 千倉町南朝夷1055-1
月～金
土日祝日、12/31～1/3は利用
不可

9:00～15:00 無 0470-44-1315

7302 山本医院 診察室 南房総市 千倉町瀬戸２５４９
月～土08：00?12：00 月～
金15：00?18：00 日・祝休
診

月～土08：00～12：00
月～金15：00～18：00

無 0470-44-0899

7303 松永医院 1階 診察室 南房総市 千倉町平舘７６４－１
月～土（祝日、8/13～8/15、
12/30～1/3を除く）

月～金8:00～18:00 土
8:00～12:00

無 0470-44-0385

7304 ふるさと学舎 和田浦 １階 事務室 南房総市 和田町黒岩1190－1 毎日 24時間 無 0470-40-7227
7305 グループホーム美しの里 １階 事務室 南房総市 和田町松田７１５-１ 毎日 24時間 無 0470-40-7177
7306 石井クリニック 診察室 南房総市 白子２１３１ 月、火、木、金 8:30～17:00 有 0470-40-5311

7307 七浦診療所 診察室 南房総市 千倉町大川９１２-２
月～木・土08：30?12：30
月～木・土15：00?18：00
金・日・祝休診

月～木・土08：30～12：
30 月～木・土15：00～
18：00

無 0470-40-3330

7308 老人保健施設 晴耕苑 1階 事務所前スロット機脇 南房総市 千倉町忽戸692-1 毎日 9:30～18:30 有 0470-40-1231
7309 アスカ 千倉法輪閣 1階 事務所 南房総市 千倉町宇田306-1 毎日（12/31～1/3を除く） 8:00～19:00 有 0470-40-0040
7310 南国ホテル 3階フロント 南房総市 白浜町白浜２５４４－１ 毎日 24時間 無 0470-38-5759
7311 エスカール白浜 1階フロント 南房総市 白浜町白浜２３２－４ 毎日 24時間 無 0470-38-5500
7312 白浜みっく 1階正面入口 南房総市 白浜町白浜２８４５－１ 毎日 24時間 無 0470-38-5300
7313 紀州鉄道房州白浜ホテル 1階 事務所 南房総市 白浜町白浜７０３４ 毎日 7:00～22:00 無 0470-38-5121

7314 アレーヌ白浜 1階 フロント 南房総市 白浜町滝口５５８０－４８ 毎日 8:00～19:00 無 0470-38-4729

7315 グランドホテル太陽 2階フロント 南房総市 白浜町白浜３５３５－５ 毎日 24時間 無 0470-38-3331
7316 リゾートイン白浜 1階フロント 南房総市 白浜町白浜２７８４ 毎日 24時間 無 0470-38-2511

7317 社会福祉法人 薄光会 特別養護老人ホーム 光陽園 １階事務室 南房総市 上堀280 毎日 24時間 無 0470-36-3211

7318 介護老人保健施設 光栄館 １階フロア 南房総市 谷向１６６－１ 毎日 8:30～17:00 無 0470-36-2323
7319 三芳野会まほろば 1階廊下 南房総市 谷向166-2 毎日 ２４時間 無 0470-36-2314

7320 医療法人光洋会 三芳病院 １階事務室前廊下 南房総市 本織47 月～土
月～金7:00～17:00 土7:00
～12:00

無 0470-36-2311

7321 南房総市大房岬自然の家 ２階事務室 南房総市 多田良1212-23
毎日（休館日を除く（不定
休））

宿泊客有り24時間 宿泊客
無し9:00～17:15

無 0470-33-4561

7322 南房総富浦ロイヤルホテル ロビー 南房総市 多田良１２１２ 毎日 24時間 無 0470-33-3811
7323 中央大学富浦臨海寮 事務室 南房総市 多田良842 毎日 24時間 有 0470-33-3074
7324 駒沢大学富浦セミナーハウス 玄関 南房総市 多田良1254 毎日 24時間 無 0470-33-2500
7325 東京海洋大学富浦ステーション 玄関 事務所 南房総市 多田良851-1 月～金 8:30～17:15 有 0470-33-2094
7326 ブランコスタ白浜 2階フロント 南房総市 白浜町白浜３５４２ 毎日 09:00～17:00 無 0470-30-5985
7327 パチンコファロ 東側カウンター 南房総市 白浜町白浜2827-1 毎日 10:00～22:00 無 0470-30-5001
7328 南房総里見 １階 事務室 南房総市 和田町黒岩９-１ 毎日 24時間 無 0470-28-5855
7329 南房総道楽園 管理事務所 南房総市 深名５０５－１ 毎日 8:30～17:30 無 0470-20-4401
7330 ウェルシア南房総富浦店 調剤待合室 南房総市 原岡951-1 毎日 9:00～00:00 無 0470-20-4200
7331 特別養護老人ホームアイリスの里 １階静養室 南房総市 深名1170-1 毎日 24時間 無 0470-20-4060
7332 海匝健康福祉センター 八日市場地域保健センター ２階事務室内 匝瑳市 八日市場イ２１１９－１ 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 0479-73-1281
7333 匝瑳高等学校 体育館１階ステージ脇器具庫 匝瑳市 匝瑳市八日市場イ1630 月～金 土日祝日は利用不可 8:25～21:30 有 0479-72-1541



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
7334 匝瑳高等学校 管理棟１階保健室前廊下 匝瑳市 匝瑳市八日市場イ1630 月～金 土日祝日は利用不可 8:25～21:30 有 0479-72-1541
7335 匝瑳高等学校 弓道場１階番的所 匝瑳市 匝瑳市八日市場イ1630 常時 常時 無 0479-72-1541
7336 八日市場特別支援学校 職員玄関（保健室前） 匝瑳市 匝瑳市平木930-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 0479-72-2777
7337 飯高特別支援学校 職員室 匝瑳市 匝瑳市飯高1692 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 0479-70-5001
7338 匝瑳警察署 １階 匝瑳市 八日市場イ５５９－１ 毎日利用可能 終日 有 0479-72-0110

7339 匝瑳市保健センター １階 事務室 匝瑳市 八日市場イ２４０８番地１ 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-73-1200

7340 市民ふれあいセンター １階 ロビー受付 匝瑳市 八日市場ハ７９３番地３５

火～日（休館日を除く） 休
館日…月曜日（月曜が祝日の
場合はその翌日）、12/28～
1/4

9:00～21:00 無 0479-73-0753

7341 八日市場公民館（図書館） １階 エントランス 匝瑳市 八日市場イ2402番地 火～日（12/28～1/4を除く）
火～土9:00～21:00 日、祝
日9:00～17:00

有 0479-72-0735

7342 のさかアリーナ １階 ロビー 匝瑳市 今泉６５３６番地１ 火～日 9:00～22:00 無 0479-67-1263
7343 のさかアリーナ １階 ロビー 匝瑳市 今泉６５３６番地１ 火～日 9:00～22:00 無 0479-67-1263
7344 生涯学習センター １階 ロビー 匝瑳市 今泉６４８９番地１ 火～日 9:00～22:00 有 0479-67-1264
7345 そうさぬくもりの郷 １階 療養棟 匝瑳市 中台305番地 毎日 24時間 有 0479-79-1766
7346 八日市場第一中学校 １階 職員室入口 匝瑳市 上谷中２２７０番地５ 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-72-1185
7347 八日市場第二中学校 １階 職員用玄関 匝瑳市 八日市場イ１６８７番地 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-72-1375
7348 野栄中学校 １階 職員室 匝瑳市 今泉５３２３番地３ 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-67-2415

7349 匝瑳市民病院 １階リハビリ棟 匝瑳市 八日市場ｲ1304番地 毎日
8:30～11:30（救急は24時
間）

有 0479-72-1525

7350 匝瑳市民病院 ２階ナースステーション 匝瑳市 八日市場ｲ1304番地 毎日
8:30～11:30（救急は24時
間）

有 0479-72-1525

7351 匝瑳市民病院 ３階３病棟 匝瑳市 八日市場ｲ1304番地 毎日
8:30～11:30（救急は24時
間）

有 0479-72-1525

7352 匝瑳市役所 正面ロビー 匝瑳市 八日市場ﾊ793番地2 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-73-0084
7353 野栄総合支所 １階 ロビー 匝瑳市 今泉6474番地 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-67-3111

7354 八日市場ドーム １階 事務室 匝瑳市 八日市場ﾊ793番地1
火～日（祝日の翌日、12/28
～1/4を除く）

9:00～22:00 無 0479-73-0021

7355 八日市場ドーム １階 事務室 匝瑳市 八日市場ﾊ793番地1
火～日（祝日の翌日、12/28
～1/4を除く）

9:00～22:00 無 0479-73-0021

7356 八日市場勤労青少年ホーム 正面玄関ロビー 匝瑳市 八日市場イ２０３０番地
火～日（祝日の翌日、12/28
～1/4を除く）

9:00～21:00 有 0479-73-4515

7357 山桑メモリアルホール １階 事務所内 匝瑳市 山桑７３０番地
毎日（毎月第２・第４友引日
を除く）

8:15～16:50 有 0479-73-8000

7358 八日市場幼稚園 １階 玄関 匝瑳市 八日市場イ２３９４番地 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-72-0442
7359 のさか幼稚園 １階 園長室 匝瑳市 今泉６５２７番地 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-67-4633
7360 豊栄小学校 １階 保健室 匝瑳市 飯倉１８４７番地 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-72-0531
7361 豊和小学校 １階 職員室入口 匝瑳市 大寺１４９２番地 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-74-0644
7362 吉田小学校 １階 保健室 匝瑳市 吉田４０２０番地 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-72-0674
7363 八日市場小学校 １階 職員室入口 匝瑳市 八日市場イ２３１１番地 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-72-1238
7364 八日市場小学校 １階 体育館 匝瑳市 八日市場イ２３１１番地 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-72-1238
7365 椿海小学校 １階 職員室 匝瑳市 椿９７３番地 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-72-2353
7366 須賀小学校 １階 職員室入口 匝瑳市 髙１９５６番地 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-72-0476
7367 平和小学校 １階 保健室 匝瑳市 平木１８１９番地 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-72-0414
7368 共興小学校 １階 玄関 匝瑳市 東小笹１１６０番地 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-72-4525
7369 野田小学校 １階 玄関 匝瑳市 野手１３０３４番地 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-67-2345
7370 栄小学校 １階 玄関 匝瑳市 栢田８２３番地 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-67-2311
7371 匝瑳消防署 救急車① 匝瑳市 八日市場ホ７１５番地 毎日 24時間 有 0479-72-0119
7372 匝瑳消防署 救急車② 匝瑳市 八日市場ホ７１５番地 毎日 24時間 有 0479-72-0119



番号 機関・施設名 設置場所 市町村 住所 利用可能な曜日 利用可能な時間 子ども用の有無 電話番号
7373 匝瑳消防署 事務室１ 匝瑳市 八日市場ホ７１５番地 毎日 24時間 有 0479-72-0119
7374 野栄分署 救急車 匝瑳市 今泉６５２１番地 毎日 24時間 有 0479-67-1119
7375 野栄分署 事務室１ 匝瑳市 今泉６５２１番地 毎日 24時間 有 0479-67-1119
7376 ふれあいパーク八日市場 １階 農産物コーナー隣 匝瑳市 飯塚２９９番地２ 毎日 9:00～18:00 有 0479-70-5080

7377 吉崎浜野外活動施設 ホール内 匝瑳市 吉崎４８６１番地
火～日（祝日の翌日、12/28
～1/4を除く）

9:00～17:00（７・８月は
～19:00）

有 0479-72-4291

7378 そうさ観光物産センター匝りの里 駐車場（自動販売機内）１台 匝瑳市 八日市場イ137-1 毎日 9：00～18：00 0479-85-5015

7379 匝瑳市ほか二町環境衛生組合 ３階 中央操作室 匝瑳市 松山107番地
月～金（祝日を除く）、毎月
第２日曜日

8:00～16:45 有 0479-72-3036

7380 八匝水道企業団 １階 玄関 匝瑳市 生尾10番地 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-73-3171
7381 千葉地方検察庁八日市場支部 １階 ロビー 匝瑳市 八日市場イ５１３番地２ 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-72-0224
7382 千葉地方裁判所八日市場支部 １階 ロビー 匝瑳市 八日市場イ２７６０番地 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 0479-72-1300
7383 八日市場学園 １階 ナースルーム 匝瑳市 安久山310番地5 毎日 24時間 無 0479-74-1181

7384 スイミングクラブルネサンス八日市場 １階 フロント隣 匝瑳市 八日市場ハ９６７番地２ 火～日
火～金10:00～21:30 土9:00
～21:15 日9:00～16:00

有 0479-73-2292

7385 パールショップともえ １階 事務所前 匝瑳市 八日市場イ６００番地１ 毎日 10:00～22:50 無 0479-79-7070
7386 リンテック株式会社 工場内通用口 匝瑳市 みどり平１１番地 月～金（祝日を除く） 9:00～17:25 無 0479-73-0131

7387 伊藤医院 １階 CT室 匝瑳市 八日市場ホ３２３９番地 月、火、水、金、土
9:00～12:00、14:00～
18:00

無 0479-72-0261

7388 檜垣内科循環器科医院 １階 診療室 匝瑳市 八日市場イ５６番地３ 月～土
月、水、金8:30～12:30、
14:30～17:30 火、木、土
8:30～12:30

無 0479-73-2552

7389 小川内科 １階 診察室 匝瑳市 八日市場イ２７８３番地 月～土
月、火、水、木8:30～
12:00、13:00～18:00 金、
土8:30～12:00

有 0479-73-2658

7390 スプレーイング・システムス １階 事務室内 匝瑳市 みどり平２番地４ 月～金（祝日を除く） 8:00～17:00 無 0479-73-3157
7391 株式会社ミライト １階 事務室 匝瑳市 松山１０４２番地１１ 毎日 8:00～19:00 無 0479-79-2222
7392 タイヘイ株式会社 正面玄関 匝瑳市 八日市場イ２６１４番地 月～金（祝日を除く） 8:30～17:20 有 0479-73-1111
7393 有限会社匝瑳ジーピーセンター １階 会議室内 匝瑳市 今泉２１０７番地１ 毎日 8:00～18:00 無 0479-67-5081
7394 富士合成工業株式会社 １階 事務所内 匝瑳市 みどり平５番地２ 月～金（祝日を除く） 8:00～19:00 無 0479-73-6631

7395 八日市場かど歯科医院 １階 受付裏 匝瑳市 飯倉台１９番地２４ 月、火、水、金、土
月～金9:30～13:00、14:30
～19:30 土09:30～17:30

有 0479-79-2418

7396 千葉地方法務局匝瑳支局 ２階ロビー 匝瑳市 八日市場ハ６７８番地３ 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-72-0334

7397 京葉銀行八日市場支店 入口前 匝瑳市 八日市場イ２５７８番地１ 月～金（祝日を除く） 9:00～15:00 無 0479-72-1251

7398 特別養護老人ホーム花園 １階職員ステーション脇 匝瑳市 野手１９８６番地１ 毎日 24時間 無 0479-67-2111
7399 しおさいホーム 医務室 匝瑳市 川辺７９７０番地２ 毎日 24時間 無 0479-67-1151
7400 デイサービスセンター福ふく 玄関前 匝瑳市 飯倉２０１２番地１ 月、火、木、金、土 8:00～17:00 無 0479-73-8166
7401 八日市場自動車教習所 １階待合室内 匝瑳市 椿１６８５番地 火～日 8:30～17:30 無 0479-72-0934

7402 （株）ナナミ 物流センター １階入口付近 匝瑳市 八日市場ハ１２７５番地７ 月～金（祝日を除く） 8:30～17:30 無 0479-79-7883

7403 （株）エコ・フード 玄関付近 匝瑳市 川辺２０８番地１
月～金（祝日を除く）※工場
は月～土

8:00～17:00 無 0479-67-1025

7404 日産部品千葉販売（株） 事務所内 匝瑳市 上谷中２２０８番地３ 月～土（祝日を除く） 9:00～17:30 無 0479-73-6311
7405 カインズホーム八日市場店 総合カウンター脇 匝瑳市 八日市場ロ１１８番地 毎日 10:00～20:00 無 0479-79-6111

7406 宇井歯科医院 診療室受付前 匝瑳市 八日市場ハ６８６番地 月、火、水、金、土
月～金8:30～11:40、14:00
～17:40 土08:30～16:00

有 0479-72-0701

7407 小西歯科医院 診療室内 匝瑳市 飯塚９２０番地 月、火、水、金、土
月～金8:00～12:00、14:00
～18:30 土08:00～12:00、
14:00～17:00

有 0479-74-0014



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

7408 井橋歯科医院 受付付近 匝瑳市
八日市場イ２４８９番地１
１

月、火、水、金、土
月～金9:00～13:00、15:00
～19:30 土09:00～13:00

有 0479-79-6480

7409 格心堂歯科医院 職員控室内 匝瑳市 八日市場イ２１７番地３ 月、火、水、金、土
8:30～12:30、14:00～
18:00

有 0479-73-5582

7410 寺本歯科医院 診療室内 匝瑳市 八日市場ロ２７３番地 月、火、水、金、土
月～金8:00～11:00、13:30
～15:00 土08:00～11:00

有 0479-72-0636

7411 熱田整形外科 １階 処置室 匝瑳市 八日市場ハ７９１番地２７ 月～土
月、火、木、金9:00～
12:00、15:00～18:00 水、
土9:00～12:00

無 0479-72-1110

7412 敬愛大学八日市場高等学校 第一体育館 匝瑳市 八日市場ﾛ390番地 月～金（祝日を除く） 8:00～17:00 有 0479-72-1588
7413 ありのみ学園 １階 夜勤室内 匝瑳市 八日市場ﾊ361番地 毎日 24時間 有 0479-72-1141

7414 福島医院 １階 診察室 匝瑳市 八日市場ｲ202番地1 月～土
月～金09:00～12:00、
14:30～18:00 土09:00～
12:00

有 0479-72-0175

7415 増田産婦人科 １階 分娩室前 匝瑳市 八日市場イ２８３７番地 月～土

月、火、水、金09:00～
11:40、15:00～17:30 木
09:00～11:40 土09:00～
16:00

無 0479-73-1100

7416 匝瑳外科医院 １階 診察室 匝瑳市 八日市場ｲ1994番地 月、火、木、金、土
月、火、木、金08:30～
12:30、15:00～18:30 土
08:30～15:00

有 0479-72-0178

7417 さとう整形外科 １階 待合室 匝瑳市 八日市場イ４９番地２ 月～金
8:30～12:00、14:30～
18:00

有 0479-73-2891

7418 佐藤クリニック １階 レントゲン室 匝瑳市 八日市場イ２７３５番地４ 月～土

月、火、水、金8:30～
12:30、14:30～18:00 木
08:30～12:30 土08:30～
17:00

有 0479-73-5567

7419 鈴木医院 １階 診察室 匝瑳市 椿706番地 月、火、木、金、土
9:00～12:30、15:00～
18:00 土09:00～12:00

有 0479-72-0012

7420 守医院 ２階 ナースセンター 匝瑳市 椿1268番地 月～土
月、火、水、金09:00～
12:30、15:00～17:40 木、
土09:00～12:30

無 0479-73-5511

7421 太陽の家 １階 廊下 匝瑳市 春海6387番地 毎日 8:30～17:30 無 0479-72-2041

7422 城之内医院 １階 処置室 匝瑳市 東小笹 月、火、水、金、土
月～金9:00～13:00、15:00
～19:00 土09:00～18:00

有 0479-72-4511

7423 はしば医院 １階 診療所 匝瑳市 今泉485番地 月～土
月、火、木、金09:00～
12:00、15:00～18:00
水、土09:00～12:00

無 0479-67-5720

7424 九十九里ホーム病院
３Ａ病棟 勤務室内外来診療棟 処置室
内

匝瑳市 飯倉21番地 毎日 8:00～17:00 有 0479-72-1131

7425 香取合同庁舎 施設内 １階ロビー 香取市 佐原イ92-11 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 0478-54-1311
7426 佐原高等学校 体育館ステージ側側面 香取市 香取市佐原イ2685 月～金 土日祝日は利用不可 8:25～21:30 無 0478-52-5131
7427 佐原高等学校 定時制職員室脇 香取市 香取市佐原イ2685 月～金 土日祝日は利用不可 8:25～21:30 無 0478-52-5131
7428 佐原高等学校 特別教室棟１階技能員室脇 香取市 香取市佐原イ2685 月～金 土日祝日は利用不可 8:25～21:30 無 0478-52-5131
7429 佐原高等学校 部室棟１階階段下 香取市 香取市佐原イ2685 月～金 土日祝日は利用不可 8:25～21:30 無 0478-52-5131
7430 佐原白楊高等学校 運動場管理棟器具庫内 香取市 香取市佐原イ861 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0478-52-5137
7431 佐原白楊高等学校 武道場出入口 香取市 香取市佐原イ861 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0478-52-5137
7432 小見川高等学校 正面玄関 香取市 香取市小見川4735-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 0478-82-2146
7433 小見川高等学校 保健体育科教官室前 香取市 香取市小見川4735-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 0478-82-2146
7434 香取警察署 １階 香取市 北２－１－１ 毎日利用可能 終日 有 0478-54-0110
7435 香取警察署小見川幹部交番 交番内 香取市 小見川１６３７ 毎日利用可能 終日 有 0478-83-0110



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

7436 水郷小見川少年自然の家 本館中央棟１階事務室 香取市 小見川5249-1
月曜（祝日の場合は翌日）以
外

8:30～17:30 有 0478-82-1343

7437 千葉県立中央博物館大利根分館 事務室 香取市 佐原ハ4500
4～9月の火～日（月は利用不
可）10～3月の月～金（土日祝
日は利用不可）

8:30～17:15 有 0478-56-0101

7438 香取市立東大戸小学校 職員室内 香取市 大戸877 月～金 8:00～16:30 有 0478-54-2250
7439 香取市立瑞穂小学校 職員室内 香取市 堀之内1770-96 月～金 8:00～16:30 有 0478-52-2042
7440 香取市立新島小学校 玄関 香取市 加藤洲685 月～金 8:00～16:30 有 0478-56-0903
7441 栗源B＆G海洋センター 事務室 香取市 岩部１０４５－１ 火～日 8:30～21:30 有 0478-75-3311
7442 小見川区Ｂ＆Ｇ海洋センター 事務所 香取市 小見川4866-736 火～日（休業日を除く） 8:30～21:30 有 0478-82-1000

7443 小見川市民センター（小見川支所） 玄関ロビー 香取市 羽根川38
毎日（１２/２９～１/３を除
く）

火～日 ８：３０～２２：
００<crlf>月 ８：３０～
１７：１５

有 0478-82-1111

7444 香取匝瑳歯科医師会歯科センター 玄関 香取市 羽根川38 月、水、木（祝日を除く） 10:00～15:00 無 0478-79-6570
7445 山田区Ｂ＆Ｇ海洋センター 事務所 香取市 仁良361-2 火～日 8:30～21：30 有 0478-78-3204
7446 香取市立佐原中学校 1階 職員室付近廊下 香取市 佐原ロ2124-1 月～金 8:00～16:30 有 0478-52-5157
7447 香取市立大倉小学校 玄関 香取市 大倉501 月～金 8:00～16:30 有 0478-57-0007
7448 香取市立香取小学校 玄関 香取市 香取1875 月～金 8:00～16:30 有 0478-57-3082
7449 香取市立竟成小学校 保健室 香取市 観音481 月～金 8:00～16:30 有 0478-59-3842
7450 香取市立佐原小学校 職員室 香取市 佐原イ１８７０ 月～金 8:00～16:30 有 0478-52-2044
7451 香取市立神南小学校 保健室 香取市 下小野1599 月～金 8:00～16:30 有 0478-59-2559
7452 香取市立津宮小学校 職員室 香取市 津宮1215 月～金 8:00～16:30 有 0478-57-0239
7453 香取市立福田小学校 保健室 香取市 福田240 月～金 8:00～16:30 有 0478-59-2900
7454 香取市立佐原幼稚園 玄関 香取市 佐原イ1874 月～金 8:00～16:30 有 0478-52-3224
7455 香取市立津宮幼稚園 玄関 香取市 津宮712-2 月～金 8:00～16:30 有 0478-57-0818
7456 香取市立大倉保育所 玄関下駄箱上 香取市 大倉5374 月～金 8:00～18:00 有 0478-57-0643

7457 香取市立香西保育所 玄関 香取市 観音21-1 月～土
月～金 ７：００～１８：
３０<crlf>土 ８：００～
１２：３０

有 0478-58-1656

7458 香取市立香取保育所 玄関 香取市 香取1932 月～土 ８：００～１８：００ 有 0478-57-3156

7459 香取市立佐原保育所 玄関 香取市 佐原イ3525-1 月～土
月～金 ８：００～１９：
００<crlf>土 ８：００～
１７：００

有 0478-54-1259

7460 香取市立たまつくり保育所 事務室 香取市 玉造2-4-1 月～土
月～金 ７：００～１９：
００<crlf>土 ８：００～
１７；００

有 0478-54-1469

7461 香取市立東大戸保育所 事務室 香取市 大戸911 月～金 ８：００～１８：００ 有 0478-52-2618
7462 香取市立瑞穂保育所 玄関 香取市 寺内588 月～金 ７：００～１９：００ 有 0478-55-0565
7463 香取市立北佐原保育所 事務室 香取市 佐原二1780 月～金 ７：３０～１８：３０ 有 0478-56-0919
7464 香取市立新島保育所 玄関 香取市 加藤洲1924-9 月～金 8:00～18:00 有 0478-56-0100
7465 香取市立栗源中学校 事務室 香取市 岩部1051-1 月～金 8:00～16:30 有 0478-75-2034
7466 香取市立栗源小学校 玄関 香取市 岩部5025 月～金 8:00～16:30 有 0478-75-2019

7467 香取市立栗源保育所 事務室 香取市 岩部5076 月～土
月～金7:30～18:30 土
8:00～17:00

有 0478-75-2446

7468 香取市立小見川東保育所 事務室 香取市 下飯田９５４－１ 月～金
月～金 ７：００～１８：
００

有 0478-82-3030

7469 香取市立小見川中央小学校 玄関 香取市 小見川94 月～金 8:00～16:30 有 0478-82-2047
7470 香取市立小見川東小学校 職員室 香取市 阿玉川728 月～金 8:00～16:30 有 0478-82-2391
7471 香取市立小見川西小学校 玄関 香取市 内野35 月～金 8:00～16:30 有 0478-82-7124
7472 香取市立小見川南小学校 玄関 香取市 五郷内2218 月～金 8:00～16:30 有 0478-82-2694
7473 香取市立小見川北小学校 玄関 香取市 富田800 月～金 8:00～16:30 有 0478-82-2692



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
7474 香取市立山田中学校 職員玄関付近 香取市 仁良356-1 月～金 8:00～16:30 有 0478-78-4411
7475 香取市立府馬小学校 職員玄関付近 香取市 府馬3429-4 月～金 8:00～16:30 有 0478-78-2209
7476 香取市立八都小学校 職員室 香取市 小見1025 月～金 8:00～16:30 有 0478-78-2720
7477 香取市立八都第二小学校 1階保健室内 香取市 仁良1038-1 月～金 8:00～16:30 有 0478-78-2120
7478 香取市立山倉小学校 職員玄関付近 香取市 山倉672 月～金 8:00～16:30 有 0478-79-2309
7479 香取市立第一山倉小学校 職員玄関付近 香取市 桐谷1020 月～金 8:00～16:30 有 0478-78-2816
7480 香取市役所山田支所 １階窓口 香取市 仁良300-1 月～金 8:30～17:15 有 0478-78-2111

7481 栗源市民センター（栗源支所） １階管理事務室 香取市 岩部700 毎日
月8:30～17:15 火～日
8:30～22:00

有 0478-75-2111

7482 佐原児童クラブ 第１教室 香取市 佐原イ１８００ 月～金 開園時間内 有 0478-54-4925
7483 新島児童クラブ 玄関 香取市 加藤洲６８５－１ 月～金 開園時間内 有 0478-56-3122
7484 小見川西児童クラブ 玄関 香取市 内野３５ 月～金 開園時間内 有 0478-82-6200

7485 山田児童クラブ ロビー 香取市 長岡1307-1 毎日
月～土 ８：００～１８：
００<crlf>日 ９：００～
１７：００

有 0478-78-1050

7486 水郷佐原あやめパーク 事務所 香取市 扇島１８３７－２ 火～日 開園時間内 有 0478-56-0411
7487 水郷佐原山車会館 事務室 香取市 佐原イ３３６８ 火～日（年末年始を除く） 9：00～16：30 有 0478-52-4104
7488 香取市立新島中学校 職員室 香取市 佐原ハ4428 月～金 8:00～16:30 有 0478-56-0702
7489 香取広域消防本部 栗源分遣所 玄関 香取市 岩部3458 毎日 24時間 無 0478-75-2131
7490 佐原保健センター １階ホール 香取市 佐原ﾛ2127 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0478-50-1235
7491 香取市民体育館 事務所 香取市 佐原イ211 火～日 9:00～21:00 有 0478-55-1290
7492 香取市役所 玄関ホール 香取市 佐原ﾛ2127 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0478-54-1111
7493 佐原中央公民館 受付 香取市 佐原イ211 毎日 9:00～17:15 有 0478-55-1151
7494 ハローワーク佐原 事務室入口 香取市 佐原北１－３－２ 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0478-55-1132
7495 佐原簡易裁判所 １Ｆ 玄関ホール 香取市 佐原イ３３７５ 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 0478-52-3040
7496 川の駅 水の郷さわら １Ｆ 事務室 香取市 佐原イ４０５１－３ 月～金（祝日を除く） 9:00～17:00 有 0478-52-1138
7497 香取市立佐原第五中学校 職員玄関 香取市 大戸９３７ 月～金 8:00～16:30 有 0478-55-2233
7498 香取市立香取中学校 玄関 香取市 津宮１４４０ 月～金 8:00～16:30 有 0478-50-5000
7499 香取広域消防本部 十六島出張所 玄関 香取市 津宮字新左衛門川5854 毎日 24時間 無 0478-56-1115
7500 小見川スポーツコミュニティセンター 事務所 香取市 小見川5218 火～日 9:00～21:30 有 0478-83-0101
7501 国保小見川総合病院 救急外来 香取市 南原地新田438 毎日 24時間 無 0478-82-3161
7502 国保小見川総合病院 各ナースステーション 香取市 南原地新田438 毎日 24時間 無 0478-82-3161
7503 香取市立小見川中学校 職員玄関 香取市 小見川4685 月～金 8:00～16:30 有 0478-82-3144
7504 香取広域消防本部 佐原消防署 玄関 香取市 佐原ﾛ2127 毎日 24時間 有 0478-52-4111
7505 香取広域消防本部 小見川消防署 玄関 香取市 野田53 毎日 24時間 有 0478-83-0119
7506 香取市山田公民館 １階事務室 香取市 長岡1303-2 火～日 8：30～22：00 有 0478-78-4431
7507 香取広域消防本部 山田分署 玄関 香取市 仁良312-7 毎日 ２４時間 有 0478-78-2814
7508 佐原税務署 ２F総務課 香取市 北1-4-1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 0478-54-1331
7509 なのはな苑 玄関 香取市 大崎214 毎日（12/29～1/3を除く） 8：30～17：30 無 0478-59-1212
7510 ひまわり苑 事務所 香取市 津宮4102 毎日 ２４時間 無 0478-57-2960
7511 まきの越川診療所 受付 香取市 牧野2070-2 月、火、水、金、土 8：00～18：00 無 0478-79-0705
7512 ヤクルト千葉県ヤクルト販売東部支社 事務所 香取市 鳥羽430-2 月～土（祝日除く） 8：00～17：00 無 0478-58-5846
7513 カインズホーム サービスカウンター前 香取市 野田450 毎日（1/1を除く） 9：00～21：00 無 0478-83-7000
7514 マルヘイ小見川食品館 レジ後 香取市 南原地新田371 毎日 9：00～21：00 無 0478-83-9515
7515 有料老人ﾎｰﾑエクセルシオール佐原 2階ナースセンター 香取市 佐原ハ4490 毎日 24時間 無 0478-50-3031
7516 （株）ダイナム 千葉小見川店 カウンター周辺 香取市 本郷728 店休日を除く 10:00～22:45 無 0478-80-1011

7517 パーラーアップル小見川店 カウンター 香取市 木内98-1
毎日（休業日（不定休）を除
く）

10:00～22:45 無 0478-80-7041

7518 成毛歯科医院 診療室 香取市 小見川295-5 月、火、水、金、土 8:00～15:00 有 0478-82-3348

7519 ＪＡかとり斎場虹のホールおみがわ 入口 香取市 本郷218-2
毎日（休業日（不定休）を除
く）

9:00～16:00 有 0478-82-0983



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
7520 ＪＡかとり本店 1階事務室入口付近 香取市 小見1098-1 月～金 8:30～17:00 無 0478-70-7711
7521 ＪＡかとり山田支所 窓口カウンター付近 香取市 府馬2997-1 月～金 9:00～17:00 無 0478-78-4433
7522 ＪＡかとり東部営農経済センター 購買店舗入口付近 香取市 府馬4086-4 毎日 8:30～17:30 無 0478-78-1234
7523 ＪＡかとり府馬給油所 事務所正面入口付近 香取市 府馬4906 毎日 7:00～20:00 無 0478-78-3352
7524 佐原町並み交流館 脇玄関入口 香取市 佐原イ１９０３－１ 毎日（第２月曜日を除く） 10:00～17:00 有 0478-52-1000
7525 伊能忠敬記念館 事務室 香取市 佐原イ１７２２－１ 毎日（年末年始を除く） 9:00～16:30 有 0478-54-1118
7526 たもつ医院 診療室裏 香取市 北２－１４－８ 月、火、木、土 9:00～18:00 有 0478-55-8123
7527 特別養護老人ホーム 東総あやめ苑 1階 事務室 香取市 佐原イ1257-1 毎日 24時間 有 0478-52-1151
7528 夢プラスワン １階通所ディケイルーム 香取市 大倉1196-1 毎日 24時間 無 0478-57-1511
7529 千葉興業銀行㈱佐原支店 1階 ロビー 香取市 佐原イ74-18 月～金（祝日を除く） 9:00～15:00 無 0478-52-3181
7530 佐原カントリークラブ マスター室 香取市 多田８９ 毎日 6:00～19:00 無 0478-57-1122
7531 ＪＡ佐原 虹のホールさわら 休憩所 香取市 佐原ホ１２７０－１ 毎日 8:45～17:15 有 0478-50-0983
7532 パールショップともえ佐原店 ホール 香取市 北3-8-2 毎日 10:00～22:45 無 0478-55-1412
7533 パールショップともえ佐原山之辺店 ホール 香取市 山之辺1440-1 毎日 10:00～22:45 無 0478-50-9333
7534 トワーズ香取店 カウンター 香取市 観音951 毎日 10:00～22:45 有 0478-58-0377
7535 千葉トヨペット㈱佐原店 カウンター 香取市 佐原ロ2097 火～日（正月を除く） 10:00～19:00 有 0478-54-1511

7536 千葉日産自動車㈱佐原店 フロント 香取市 山之辺1468-6
火～日（正月、ＧＷ、盆を除
く）

10:00～19:00 有 0478-58-2311

7537 ダイハツ千葉販売店㈱佐原店 ホール入口 香取市 山之辺1472-2 月、水、木、金、土、日 10:00～18:00 無 0478-58-1166
7538 栗源病院 １階外来 香取市 助沢８３２－１ 毎日 24時間 無 0478-70-5121
7539 ジェイフィルム 警備室 香取市 岩部179-73 毎日 24時間 無 0478-75-2222
7540 恋する豚研究所 ２階トイレ前 香取市 沢２４５９－１ 毎日（年末年始を除く） 8:30～17:00 無 0478-70-5115
7541 千葉桜の里ゴルフクラブ クラブハウス 香取市 田部１４３４ 毎日 6:00～19:00 無 0478-78-3411
7542 成田東カントリークラブ クラブハウス 香取市 山倉１３６７ 毎日 6:30～18:00 無 0478-79-2211
7543 習志野カントリークラブ空港コース クラブハウス 香取市 小川1373-1 毎日 6:00～18:00 無 0478-79-2111
7544 成田の森カントリークラブ 1階事務所内 香取市 山倉２６２８－４ 毎日 24時間 無 0478-79-1000
7545 おおくすの郷 正面玄関付近 香取市 府馬3723 毎日 8:00～19:00 無 0478-78-1122
7546 みやうちクリニック 診療室内 香取市 長岡１３０４－７ 月、火、水、金、土 9:00～19:00 有 0478-70-8808
7547 加瀬歯科医院 診療室 香取市 府馬３００１－２ 月、火、水、金、土 8：00～18：30 無 0478-70-7772

7548 根本歯科医院 診療室 香取市 府馬２７９７
月、火、水、金、土（診療所
と連絡がつく場合は毎日）

9:00～19:00(診療所と連絡
がつく場合は24時間）

有 0478-78-2006

7549 石橋歯科医院 診察室 香取市 佐原ロ２１２８－１２ 月、火、水、金、土 9:00～18:00 有 0478-54-5435
7550 おぐら歯科医院 技工室 香取市 玉造２－９－８ 月、火、水、金、土 10:00～20:00 有 0478-52-1182
7551 神田歯科医院 診察室 香取市 佐原ロ２１２２－７２ 月、火、水、金、土 9:00～19:00 有 0478-52-3624

7552 きたみ歯科医院 医院内 香取市 佐原ホ１２５１－５ 月、火、水、金、土
8:30～12:00、15:00～
18:30

有 0478-52-4188

7553 くさかべ歯科医院 診察室 香取市 観音１４０－１ 月、火、水、金、土 8:30～19:00 有 0478-55-1355
7554 菅井歯科医院 診療室内 香取市 佐原ロ２１２９－１５ 月、火、水、金、土 24時間 無 0478-54-1601
7555 高塚歯科医院 診察室 香取市 佐原イ３１９１ 月、火、水、金、土 9:00～18:30 有 0478-52-2974
7556 塚原歯科医院 歯科医院内 香取市 北３－１４－３ 月、火、水、金、土 9:00～18:00 有 0478-55-0068
7557 角田歯科医院 診療室 香取市 佐原イ７７９ 月、火、水、金、土 9:00～21:00 無 0478-52-2554
7558 平山歯科診療所 診療室 香取市 佐原イ１７１０ 月～土 9:00～18:00 無 0478-52-2487

7559 堀井歯科医院 診療室 香取市 北３－７－２ 月、火、水、金、土
10：00～13：00 15：00
～19：00

有 0478-55-1855

7560 本多歯科医院 診療室 香取市 佐原イ４７４ 月、火、水、金、土
9:00～12:30、14:00～
18:00

有 0478-52-4352

7561 まつかわ歯科医院 診療室内 香取市 佐原ホ４８９－１ 月、火、水、金、土
月～金9:00～19:00 土
9:00～16:00

有 0478-50-2100

7562 まりも歯科医院 院内 香取市 佐原イ５９１ 月、火、水、金、土 9:00～18:30 有 0478-52-4488

7563 むらまつ歯科 診療室 香取市 牧野１６０ 月～土
月～金9:00～18:30 土
9:00～12:00

有 0478-50-0180



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
7564 ひろ歯科ファミリークリニック 診察室 香取市 佐原イ3913-1 月、火、木、金、土 8:30～19:00 有 0478-79-9001
7565 大利根旭出福祉園 事務室 香取市 岡飯田792-1 毎日 24時間 有 0478-83-1200
7566 厚生園 健康管理課 香取市 八本555-27 毎日 24時間 有 0478-82-5134
7567 関東ウッドリサイクル㈱ 事務所 香取市 木内1221-1 月～土 7：00～19：00 無 0478-82-7090
7568 関東ウッドリサイクル㈱ 工場 香取市 木内1221-1 月～土 ２４時間 無 0478-82-7090
7569 道の駅 水の郷さわら ２Ｆ 事務室 香取市 佐原イ３９８１－２ 毎日 9:00～18:00 無 0478-50-1183
7570 道の駅くりもと 店舗内 香取市 沢1372-1 毎日 9:00～18:00 無 0478-70-5151
7571 道の駅くりもと 事務室 香取市 沢1372-1 毎日 9:00～18:00 有 0478-70-5151
7572 介護老人保健施設 おみがわ 1階診察室 香取市 小見川4662-2 毎日 24時間 無 0478-80-1315
7573 千葉萌陽高校 職員室 香取市 佐原ｲ3371 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0478-52-2959

7574 根本医院 診察室 香取市 佐原ｲ1693 月～土
月～金9:00～17:00 土
9:00～12:00

無 0478-54-2823

7575 坂本医院 受付 香取市 佐原ﾛ2028-43 月～土
8:30～17:00 火、土8：30
～11：30

無 0478-52-3381

7576 佐原泌尿器クリニック 診察室 香取市 谷中656-1
月、火、木、金、土（祝日を
除く）

月～金9:00～16:30 土
9:00～12:00

無 0478-54-3390

7577 島崎医院 診察室 香取市 北3-4-8 月～土
月～金9:00～18:00 土9:00
～17:00

無 0478-55-1221

7578 越川クリニック 診察室 香取市 北1-10-3 火、土以外 8:30～17:00 有 0478-55-1235

7579 榊原医院 診察室 香取市 佐原ｲ750 月～土
月、火、木、金8:30～
17:30 水、土8:30～12:00

有 0478-52-2820

7580 大澤歯科医院 歯科医院通用口付近 香取市 扇島2281 毎日 24時間 有 0478-56-3748
7581 佐原中央病院 病棟 ３Ｆホール 香取市 佐原ロ２１２１－１ 毎日 8:30～17:30 無 0478-55-1113

7582 越川医院 診察室 香取市 佐原イ７５３ 月～金
月、火、木、金8:30～
17:30 水、土8:30～12:00

有 0478-52-5202

7583 白百合幼稚園 １Ｆ 廊下 香取市 佐原イ４０２－２ 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0478-52-4080
7584 佐原めぐみ保育園 職員室 香取市 佐原イ１９２１ 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0478-52-4392
7585 佐原聖家族園 医務室 香取市 返田３２３－１ 毎日 24時間 無 0478-50-7117
7586 佐原信用金庫（本店） １Ｆ ロビー 香取市 佐原イ５２５ 月～金（祝日を除く） 9:00～15:00 有 0478-54-2120
7587 佐原信用金庫（本店北出張所） １Ｆ ロビー 香取市 北１－６ 月～金（祝日を除く） 9:00～15:00 有 0478-54-2177
7588 京葉銀行 佐原支店 １Ｆ ロビー 香取市 佐原イ５３７－２ 月～金（祝日を除く） 9:00～15:00 有 0478-52-4191
7589 サワラシティ 事務室 香取市 佐原ホ１２３６－１ 月～金（祝日を除く） 9:30～20:30 有 0478-52-2111

7590 ジェルスイミングクラブ佐原 スタッフルーム 香取市 玉造１－５－２
毎日（休業日（不定休）を除
く）

10:00～20:00 有 0478-55-1780

7591 Ｌ＆Ｍスイミングクラブ スポーツクラブ 香取市 北１－７－２
月～土（休業日（不定休）を
除く）

10:00～22:00 無 0478-54-7456

7592 佐原北口ホール ホール内 香取市 北２－６－７
毎日（休業日（不定休）を除
く）

9:00～16:00 無 0120-52-4441

7593 髙橋式典 ハナホール 事務室 香取市 佐原ロ２０１０－３
毎日（休業日（不定休）を除
く）

9:00～16:00 有 0478-55-8700

7594 香取神宮 社務所 玄関 香取市 香取１６９７ 毎日 8:30～17:00 無 0478-57-3211
7595 オークヒルズＣＣ マスター室 香取市 苅毛893 毎日 7:00～18:00 無 0478-75-3131
7596 オークヒルズＣＣ コース休憩室 香取市 苅毛893 毎日 7:00～18:00 無 0478-75-3131
7597 グレーンオークスＣＣ マスター室 香取市 沢442 毎日 7:00～17:00 無 0478-75-3737

7598 鴇田医院 処置室 香取市 岩部1388 毎日
月、火、金9:00～12:00、
16:00～18:00 水、土、日
9:00～12:00

無 0478-75-2008

7599 かりんの湯 フロント 香取市 西田部1309-34 毎日 10:00～22:00 無 0478-75-1726
7600 ＪＡ栗源支店 事務室 香取市 岩部1199 月～土（祝日を除く） 8:30～17:00 無 0478-75-2411
7601 スガイ歯科医院 診療所内 香取市 岩部1176 毎日 月、火、水、金24時間 有 0478-75-3100



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

7602 パールショップともえ小見川2号店 ホール 香取市 阿玉川208
毎日（休業日（不定休）を除
く）

10:00～22:45 無 0478-83-2885

7603 いわせ歯科 受付 香取市 本郷1000
毎日（休診日（不定期）を除
く）

9:00～19:00 有 0478-80-1133

7604 木内歯科医院 診療室 香取市 小見川221 毎日 9:00～18:00 有 0478-82-2541
7605 中川歯科医院 院内 香取市 小見川4865-57 月、火、水、金、土 9:00～18:00 有 0478-83-0039
7606 西宮歯科 院内 香取市 小見川743-1 月～土（祝日を除く） 8：00～18：00 無 0478-83-3308
7607 木村歯科医院 院長室 香取市 下小川1465 月、火、水、金、土 9:00～18:30 有 0478-83-6790
7608 平野歯科クリニック 診療室 香取市 小見川845 月～土 9:00～18:00 有 0478-83-1309

7609 東郷歯科医院 診療室 香取市 小見川592 月、火、水、金、土
月～金9:00～17:30 土9:00
～12:00

有 0478-82-3008

7610 小見川ひまわりクリニック 透析室 香取市 分郷32-1 月～土 9:30～18:00 無 0478-83-8800

7611 石橋医院 診察室 香取市 小見川548 月～土
土8：30～12：00水14：00
～17：30その他の曜日8：
30～17：30

無 0478-82-2203

7612 小見川東急ゴルフクラブ マスター室 香取市 一ノ分目496-1
毎日（休業日（不定休）を除
く）

7:00～17:00 有 0478-83-0109

7613 小見川東急ゴルフクラブ フロント 香取市 一ノ分目496-1
毎日（休業日（不定休）を除
く）

7:00～17:00 有 0478-83-0109

7614 小見川東急ゴルフクラブ コース売店 香取市 一ノ分目496-1
毎日（休業日（不定休）を除
く）

7:00～17:00 有 0478-83-0109

7615 香取カントリークラブ マスター室 香取市 織旗11177
毎日（休業日（不定休）を除
く）

7:00～17:00 無 0478-82-6111

7616 ＪＡかとり 経済センター 通路 香取市 野田499 月～金 8:30～17:00 無 0478-82-1403
7617 ＪＡかとり 小見川支店 支店内 香取市 小見川884 月～金 9：00～15：00 無 0478-82-2151

7618 ナリコーセレモニー 香取ホール ホール 香取市 小見川1675-1
毎日（休業日（不定休）を除
く）

9:00～18:00 無 0478-83-4194

7619 創価学会 香取文化会館 事務室 香取市 木内1241-1 毎日
月、火、木、金、土、日
10:30～22:30 水18:30～
22:30

無 0478-80-7300

7620 大阪富士工業（株） 待機室 香取市 上小堀1564
毎日（休業日（不定休）を除
く）

8:00～17:00 無 0478-82-5611

7621 ちば醤油 本社工場内 香取市 木内1208 月～土 7:00～19:00 無 0478-80-7177
7622 ちば醤油 事務所 香取市 木内1208 月～土 7:00～19:00 無 0478-80-7177
7623 那須歯科医院 診療室 香取市 染井182-10 月、火、水、金、土 9:00～18:00 無 0479-76-5745

7624 松浦医院 リハビリ棟 香取市 佐原イ２９０７－１ 月～土
月9:00～16:00 火～土9:00
～18:00

無 0478-52-2065

7625 松浦医院 待合室 香取市 佐原イ２９０７－１ 月～土
月9:00～16:00 火～土9:00
～18:00

無 0478-52-2065

7626 松浦医院 診察室 香取市 佐原イ２９０７－１ 月～土
月9:00～16:00 火～土9:00
～18:00

無 0478-52-2065

7627 清水保育園 職員休憩室 香取市 虫幡1246-4 月～土 月～金（7：00～18：30） 有 0478-82-5701
7628 松尾高等学校 事務室廊下側カウンター 山武市 山武市松尾町大堤546 月～日 終日 無 0479-86-4311
7629 松尾高等学校 体育館 山武市 山武市松尾町大堤546 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 0479-86-4311
7630 成東高等学校 ２階生徒昇降口前 山武市 山武市成東3596 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0475-82-3171
7631 成東高等学校 セミナーハウス内 山武市 山武市成東3596 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0475-82-3171
7632 成東高等学校 体育科準備室前 山武市 山武市成東3596 月～日 終日 無 0475-82-3171
7633 成東高等学校 野球場 山武市 山武市成東3596 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0475-82-3171
7634 山武警察署 １階 山武市 富田ト１１７７－３ 毎日利用可能 終日 有 0475-82-0110
7635 蓮沼海浜公園 ウォーターガーデン救護棟 山武市 蓮沼ホ368-1 夏季営業期間中 9：00～17：00 有 0475-86-3171
7636 蓮沼海浜公園 展望台 山武市 蓮沼ホ368-1 土・日・祝・長期休み 10：00～17：00 有 0475-86-3171



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
7637 蓮沼海浜公園 展望台 山武市 蓮沼ホ368-1 土・日・祝・長期休み 10：00～17：00 有 0475-86-3171
7638 蓮沼海浜公園 蓮沼ガーデンハウス マリーノ 山武市 蓮沼ホ368-1 毎日利用可能 終日 有 0475-86-2511
7639 蓮沼海浜公園 パークゴルフ場 山武市 蓮沼ホ368-1 毎日利用可能 8：00～16：00 有 0475-86-3171
7640 蓮沼海浜公園 パークゴルフ場 山武市 蓮沼ホ368-1 毎日利用可能 8：00～16：00 有 0475-86-3171

7641 成東・東金食虫植物群落 群落内管理棟 山武市 島464-8
4月～８月末日まで毎日、９月
から３月までは日・水のみ

8:30～16:30 無 0475-82-4871

7642 山武市歴史民俗資料館 資料館内 山武市 殿台343-2 火～日（年末年始を除く） 9:00～16:30 無 0475-82-2842
7643 蓮沼本部消防機庫 車載式 山武市 蓮沼ハ4832-1 毎日 24時間 無 0475-80-1119
7644 山武郡市広域行政組合東消防署山武分署 事務室 山武市 埴谷1874-1 毎日 24時間 無 0475-89-0020
7645 山武郡市広域行政組合東消防署 事務室 山武市 上横地6710 毎日 24時間 無 0475-82-3119
7646 市立日向幼稚園 職員室 山武市 雨坪12 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0475-88-0624
7647 市立むつみのおか幼稚園 職員室 山武市 沖渡381 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0475-89-1464
7648 山武市教育委員会庁舎（エントランス） エントランス 山武市 殿台279‐1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0475-80-1431
7649 山武市成東中央公民館 １階ロビー 山武市 津辺262‐1 火～日（休館日を除く） 8:30～17:15 無 0475-82-3641
7650 市立まつお認定こども園 玄関 山武市 松尾町松尾55‐1 月～土（祝日を除く） 7:00～19:00 有 0479-86-2300
7651 市立なんごう認定こども園 玄関 山武市 上横地887‐1 月～土（祝日を除く） 7:00～19:00 有 0475-82-2689
7652 市立おおひら認定こども園 玄関 山武市 松尾町広根1182‐1 月～土（祝日を除く） 7:00～19:00 有 0479-86-3456

7653 市立おおひらこども園子育て支援センター 玄関 山武市 松尾町広根1182‐1 月～土（祝日を除く）
9:00～17:00（土は9:00～
12:00）

有 0479-86-7100

7654 市立なるとう認定こども園 玄関 山武市 成東210‐3 月～土（祝日を除く） 7:00～19:00 有 0475-82-1355

7655 市立なるとうこども園子育て支援センター 玄関 山武市 成東210‐3 月～土（祝日を除く）
9:00～17:00（土は9:00～
12:00）

有 0475-82-1356

7656 市立しらはた認定こども園 玄関 山武市 白幡1919 月～土（祝日を除く） 7:00～19:00 有 0475-82-1755

7657 市立しらはたこども園子育て支援センター 玄関 山武市 白幡1919 月～土（祝日を除く）
9:00～17:00（土は9:00～
12:00）

有 0475-82-1756

7658 市立睦岡小学校 職員室前 山武市 埴谷771 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0475-89-1004
7659 市立日向小学校 正面玄関 山武市 雨坪10 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0475-88-0504
7660 市立山武西小学校 玄関 山武市 大木13 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0475-80-7070
7661 市立山武北小学校 体育館入口 山武市 沖渡699 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0475-89-1040
7662 山武福祉作業所 玄関 山武市 埴谷1056‐1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-89-5188
7663 市立山武中学校 職員玄関 山武市 埴谷1855 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0475-89-1009
7664 市立山武南中学校 職員玄関 山武市 木原2370 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0475-80-7100
7665 山武市役所（本庁） １階通路 山武市 殿台296 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0475-80-1112
7666 山武市役所（本庁） ２階通路 山武市 殿台296 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-80-1112
7667 蓮沼保健センター 事務室 山武市 蓮沼村ﾊの233 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0475-86-3811
7668 成東保健福祉センター 事務室 山武市 殿台296 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0475-80-1171
7669 松尾ＩＴ保健福祉センター 事務室 山武市 松尾町五反田3012 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-80-8361

7670 さんぶの森元気館 トレーニングルーム 山武市 美杉野2-672-10
月、火、水、木、土、日（金
曜が祝日の場合は営業）

9:00～22:00 有 0475-80-9300

7671 さんぶの森元気館 プール監視室 山武市 美杉野2-672-10
月、火、水、木、土、日（金
曜が祝日の場合は営業）

9:00～22:00 有 0475-80-9300

7672 山武市国保日向診療所 事務室 山武市 椎崎430 月～金（祝日を除く） 9:00～17:00 有 0475-88-1154
7673 市立成東小学校 職員室前廊下 山武市 成東2692 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0475-82-2755
7674 市立大富小学校 保健室前 山武市 新泉ト60 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0475-82-2806
7675 市立緑海小学校 保健室前 山武市 松ヶ谷ロ471-1 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0475-84-0024
7676 市立鳴浜小学校 来賓玄関 山武市 本須賀1090 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0475-84-1045
7677 市立南郷小学校 職員玄関 山武市 上横地884－1 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0475-82-2669
7678 市立松尾小学校 職員来賓玄関 山武市 松尾町猿尾383 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0479-86-2034
7679 市立大平小学校 職員玄関 山武市 松尾町広根1140 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0479-86-3110
7680 市立豊岡小学校 職員玄関 山武市 松尾町金尾441 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0479-86-2124
7681 市立蓮沼小学校 職員室前 山武市 蓮沼イ2784 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0475-86-2107
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7682 市立成東東中学校 職員玄関 山武市 五木田2452-1 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0475-84-0039
7683 市立成東中学校 職員玄関 山武市 和田567 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0475-82-2548
7684 市立松尾中学校 正面玄関の職員室前 山武市 松尾町松尾112 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0479-86-4411
7685 市立蓮沼中学校 職員玄関 山武市 蓮沼ハ1036 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0475-86-2037
7686 さんぶの森交流センターあららぎ館 玄関 山武市 埴谷1884‐1 火～日 9:00～17:30 無 0475-89-3630
7687 山武郡市環境衛生組合 管制室 山武市 松尾町金尾1149‐1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-86-3516
7688 山武市ふれあいデイサービスセンター 事務スペース 山武市 成東2472-1 月～金（祝日を除く） 9:00～16:00 無 0475-80-1731

7689 成東総合運動公園 管理事務所 山武市 山武市五木田3241
火～日（月曜日が祝日の場
合、火・水は休館）

8:30～17:15 無 0475-80-3715

7690 松尾運動公園 管理事務所 山武市 松尾町富士見台208-8
火～日（月曜日が祝日の場
合、火・水は休館）

8:30～17:15 無 0479-86-2346

7691 蓮沼スポーツプラザ 管理事務所 山武市 蓮沼ハの5402-1
火～日（月曜日が祝日の場
合、火・水は休館）

8:30～17:15 無 0475-86-3846

7692 さんぶの森公園管理事務所 事務室 山武市 埴谷1904-3
火～日（月曜日が祝日の場
合、火・水は休館）

8:30～17:15 有 0475-80-9100

7693 さんぶの森図書館 事務室 山武市 埴谷1904-5
火～日（月曜日が祝日の場
合、火・水は休館）

8:30～18：00 無 0475-80-9101

7694 山武市成東文化会館のぎくプラザ エントランス 山武市 殿台290-1 火～日 8:30～17:15 無 0475-82-5222
7695 山武市松尾公民館 ロビー 山武市 松尾町松尾40-2 火～日 8:30～21:30 有 0479-86-3090
7696 道の駅 オライはすぬま 事務室 山武市 蓮沼ハ4826 毎日 9:00～19:00 無 0475-80-5020
7697 ホテルマリーノ フロント 山武市 蓮沼ホ311 毎日 無 0475-86-2511
7698 松尾リハビリ苑 看護師室 山武市 松尾町田越756－5 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-86-2600
7699 桔梗ヶ丘シルバーホーム 2階センター室 山武市 松尾町田越756－6 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-86-7220
7700 山田ゴルフクラブ アウト・インコース売店 山武市 松尾町下大蔵790 毎日 8:00～17:00 無 0479-86-5551
7701 山田ゴルフクラブ マッサージ室 山武市 松尾町下大蔵790 毎日 8:00～17:00 無 0479-86-5551
7702 パラマウントベット千葉工場 事務室 山武市 白幡2078 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-82-6111
7703 パラマウントベット千葉工場 工場内① 山武市 白幡2078 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-82-6111
7704 パラマウントベット千葉工場 工場内② 山武市 白幡2078 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-82-6111
7705 パラマウントベット松尾工場 事務室･工場内 山武市 松尾町借毛本郷617 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-86-3331
7706 北総長寿苑 医務室 山武市 木原814 毎日 8:30～17:15 無 0475-88-0411
7707 ラパーク歯科 診療室 山武市 成東1808－1 毎日 10:00～21:00 無 0475-82-1020

7708 岩崎医院 診察室前廊下 山武市 松尾町猿尾311
月、火、水、金（祝日を除
く）

9:00～17:00 無 0479-86-2217

7709 大多喜ガス 受付カウンター 山武市 成東650－7 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-82-0800
7710 JA山武郡市 本所 玄関 山武市 和田375－2 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-82-3221
7711 JA山武郡市 成東支所 フロント 山武市 津辺271 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-82-2711
7712 JA山武郡市 蓮沼支所 玄関 山武市 蓮沼ニ1270 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-86-4131
7713 JA山武郡市 山武経済センター カウンター 山武市 埴谷821 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-80-8277
7714 JA山武郡市 やさいの里営業センター 事務室 山武市 松尾町借毛本郷4183 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-80-7780
7715 JA山武郡市 成東経済センター 玄関 山武市 本須賀4259－2 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-80-3700
7716 JA山武郡市 機械センター 玄関 山武市 白幡57 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-84-2255
7717 JA山武郡市 ひゅうが斎場 ロビー 山武市 椎崎1100－12 毎日 9:00～18:00 無 0475-88-4194
7718 日本ドライケミカル㈱ 玄関 山武市 松尾町借毛本郷625‐1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-86-3321
7719 日本ドライケミカル㈱A倉庫 ２階事務所 山武市 松尾町借毛本郷609‐1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無
7720 富士フィルムRIファーマ㈱ １号２階 山武市 松尾町下大蔵453‐1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-86-4721
7721 富士フィルムRIファーマ㈱ ３号６階 山武市 松尾町下大蔵453‐1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-86-4721
7722 富士フィルムRIファーマ㈱ ８号２階各廊下 山武市 松尾町下大蔵453‐1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-86-4721
7723 グループホームまつお 事務所 山武市 松尾町松尾32‐1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-74-3311
7724 グループホームなるとう 事務所 山武市 殿台271‐1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-53-5111
7725 エクセルシオール山武 ２階看護・介護職員室 山武市 本須賀3841‐70 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-84-5323
7726 スターゼン㈱松尾工場 事務室 山武市 松尾町富士見台208‐87 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-86-3311



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
7727 スターゼン㈱千葉工場 事務室 山武市 松尾町富士見台208‐36 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-86-4746
7728 国際石油開発帝国石油㈱千葉鉱業所成東寮 玄関 山武市 成東220‐2 無
7729 国際石油開発帝国石油㈱千葉鉱業所総務グループ 手配所 山武市 成東3319 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 0475-82-0830
7730 ㈱ベジテック千葉産地サポートセンター １階事務室 山武市 松尾町本柏2884‐2 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-80-7767
7731 ホテル浪川荘 フロント 山武市 蓮沼二4665 毎日 無 0475-86-2259
7732 （株）ダイナム 千葉成東店 カウンター周辺 山武市 成東1932‐1 店給仕を除く 10:00～22:45 無 0475-80-2053
7733 ㈱レンティ千葉工場 事務所 山武市 成東1955‐1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-82-7688
7734 レヂノルーフテック株式会社 事務室 山武市 松尾町下之郷692‐3 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479- 86-3070

7735 ササハラ薬局 待合室 山武市 木原217‐12
月、火、水、金（祝日を除
く）

9:00～18:00 無 0475-88-2765

7736 日本ブレーキ工業株式会社 食堂 山武市 白幡2081 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-82-2524
7737 千葉トヨペット株式会社成東 ショールーム 山武市 成東1173‐2 火～日 10:00～20:00 無 0475-80-1711

7738 花城医院 診察室 山武市 松尾町大堤136‐2
月、火、水、金（祝日を除
く）

9:00～17:00 無 0479-86-2233

7739 マリン歯科クリニック 処置室 山武市 成東744‐1東総ビル1F
月、火、水、金、土（祝日を
除く）

9:00～18:30 無 0475-80-2525

7740 千葉スバル自動車㈱東金店 ショールーム 山武市 姫島141‐1 火～日 10:00～20:00 無 0475-82-7221
7741 アルバックテクノ株式会社 山武市 横田516 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 0475-89-0151
7742 THハウジング株式会社第一独身寮 山武市 大木680‐6 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15

7743 松尾クリニック 診察室 山武市 松尾町大堤41‐1
月、火、水、金（祝日を除
く）

9:00～17:00 無 0479-86-6482

7744 デイサービス紙ふうせん 静養室 山武市 埴谷967‐1 月～土（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-71-3605

7745 成東耳鼻咽喉科 処置室 山武市 成東744‐1 東総ビル2F
月、火、水、金（祝日を除
く）

9:00～17:00 無 0475-80-1717

7746 特別養護老人ホーム海 事務室 山武市 蓮沼二5032 毎日 8:30～17:15 無 0475-80-5010
7747 松尾教習所 教習生控室 山武市 松尾町松尾175 火～日 9:00～18:00 無 0479-86-2136
7748 出光ユニテック㈱千葉工場（蓮沼） 山武市 蓮沼イ2306‐1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-86-4155
7749 山武市社会福祉協議会 玄関 山武市 白幡1627 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-82-7102
7750 ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部 クラブハウススタート室① 山武市 松尾町八田1563 毎日 7:00～18:00 有 0479-86-6400
7751 ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部 アウトコース６番ホール茶店② 山武市 松尾町八田1563 毎日 7:00～18:00 有 0479-86-6400
7752 ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部 インコース１５番ホール茶店③ 山武市 松尾町八田1563 毎日 7:00～18:00 有 0479-86-6400
7753 山武グリーンカントリー倶楽部 キャリーマスター室 山武市 椎崎1552 毎日 6:30～18:00 有 0475-88-0131
7754 大原高等学校 体育教官室 いすみ市 いすみ市大原7985 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 0470-62-1171
7755 大原高等学校 保健室前 いすみ市 いすみ市大原7985 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 0470-62-1171
7756 大原高等学校（岬校舎） 農業実習場 いすみ市 いすみ市岬町長者366 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～17:00 無 0470-87-2411
7757 夷隅特別支援学校 昇降口１階エントランス いすみ市 いすみ市楽町30-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 0470-86-4111
7758 夷隅特別支援学校 自立活動室前 いすみ市 いすみ市楽町30-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 0470-86-4111
7759 いすみ警察署 １階 いすみ市 大原８３１２－４ 毎日利用可能 終日 有 0470-62-0110
7760 いすみ市役所 2階総務課 いすみ市 大原7400-1 24時間 有 0470-62-1111

7761 岬公民館 事務室 いすみ市 岬町長者22
火～日（祝日の翌日、年末年
始を除く）

9:00～17:00 有 0470-87-6111

7762 いすみ市立国吉中学校 職員室 いすみ市 国府台１５５２
月～金（祝日・休業日を除
く）

8:00～16:30 有 0470-86-2042

7763 いすみ市立岬中学校 職員室 いすみ市 岬町椎木1370
月～金（祝日・休業日を除
く）

8:00～16:30 有 0470-87-2511

7764 いすみ市役所 岬庁舎 入口 いすみ市 岬町長者５４９番地 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0470-87-2111
7765 大原中学校 職員室 いすみ市 大原７４００－１２ 月～金（祝日を除く） 8:00～16:00 無 0470-62-4111

7766 千町小学校 保健室前の廊下 いすみ市 松丸３２２６ 月～金(祝日・休業日を除く） 8:00～16:30 有 0470-86-2104

7767 国吉小学校 職員室 いすみ市 深谷１２７ 月～金(祝日・休業日を除く） 8:00～16:30 有 0470-86-2049
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7768 中川小学校 職員室 いすみ市 行川５０６－５ 月～金(祝日・休業日を除く） 8:00～16:30 有 0470-86-2052

7769 いすみ市立浪花小学校 職員室 いすみ市 小沢１１５７ 月～金(祝日・休業日を除く） 8:00～16:30 有 0470-62-1507

7770 いすみ市立東小学校 職員室 いすみ市 山田460 月～金(祝日・休業日を除く） 8:00～16:30 有 0470-66-1415

7771 長者小学校 職員室 いすみ市 岬町長者３３０ 月～金(祝日・休業日を除く） 8:00～16:30 有 0470-87-2323

7772 中根小学校 職員玄関 いすみ市 岬町中滝９５４ 月～金(祝日・休業日を除く） 8:00～16:30 有 0470-87-5554

7773 太東小学校 職員玄関 いすみ市 岬町椎木４０８ 月～金(祝日・休業日を除く） 8:00～16:30 有 0470-87-2824

7774 古沢小学校 職員室 いすみ市 岬町岩熊５６３－２ 月～金(祝日・休業日を除く） 8:00～16:30 有 0470-87-5232

7775 夷隅地区多目的研修センター 事務室 いすみ市 行川７２１－１
月～金（予約利用がある場合
のみ）

14：00～19：00 無 0470-86-3963

7776 大原文化センター 事務室 いすみ市 大原７８３８
火～日（月曜が祝日の場合は
営業）

8：30～17：15 無 0470-63-1222

7777 農村環境改善センター 事務室 いすみ市 大原６７６３ 毎日（祝日、年末年始を除く 9:00～21：00 無 0470-60-4111

7778 B＆G海洋センター 玄関 いすみ市 岬町和泉４４４８番地１
火～日（月曜が祝日の場合は
営業）

8：30～17：15 有 0470-87-5866

7779 B＆G海洋センター 事務室 いすみ市 岬町和泉４４４８番地１
火～日（月曜が祝日の場合は
営業）

8：30～17：15 有 0470-87-5866

7780 いすみ市夷隅文化会館 事務室 いすみ市 深谷1968番地1
火～日（月曜が祝日の場合は
営業）

9:00～17:00 無 0470-86-5000

7781 いすみ市役所夷隅庁舎 １階事務室入口 いすみ市 国府台1524-1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0470-86-2111

7782 ふれあい会館（岬） 事務室 いすみ市 岬町東中滝７２０－１
毎日（休業日（不定休）、年
末年始を除く）

8:30～17:15 有 0470-87-8785

7783 いすみ市立大原小学校 職員室 いすみ市 大原8530－3 月～金(祝日・休業日を除く） 8:00～16:30 有 0470- 62-1034

7784 いすみ市立東海小学校 職員室 いすみ市 若山１０４２ 月～金(祝日・休業日を除く） 8:00～16:30 有 0470-62-0269

7785
医療法人社団寿光会介護老人保健施設 エスポワール大
原

２階事務室 いすみ市 日在2623 24時間 無 0470-60-8188

7786 医療法人社団寿光会介護老人保健施設エスポワール岬 いすみ市 岬町和泉330-1 毎日 9:00～17:00 無 0470-80-2711

7787 シーサイド・リゾート 南房総 貴賓館 １階管理室 いすみ市 岬町和泉１８５－１２ 毎日 無 ０４７０－８７－８５７２

7788 日宝化学株式会社千町工場 工場事務棟入口 いすみ市 松丸1240 毎日 24時間 無 0470-86-2211
7789 日宝化学株式会社千町工場 食堂 いすみ市 松丸1240 毎日 24時間 無 0470-86-2211

7790 最首歯科医院 レントゲン室 いすみ市 深堀362 月、火、水、金、土
月～金8:10～18:30 土8:10
～16:00

無 0470-62-0238

7791 タニーサーフショップ(いすみ市サーフィン業組合) 店舗入口 いすみ市 岬町中原27-1 毎日
月～金9:00～17:00 土、日
8:00～17:00

無 0470-87-5521

7792 サンゴバン千葉製造所 第１工場通路 いすみ市 須賀谷74 月～金 8:30～17:30 無 0470-86-3011
7793 草壁歯科クリニック 受付内 いすみ市 大原9359‐7 月、火、水、金、土 8:30～18:30 無 0470-63-2511
7794 吉田歯科医院 医院長室 いすみ市 岬町長者221 月、水、金、土 9:00～17:00 無 0470-87-5213
7795 小守歯科 診療室 いすみ市 日在2454 月、火、木、金、土 8:30～17:30 無 0470-63-0005

7796 熱田歯科医院 いすみ市 岬町榎沢637-2
月、火、木、金、土（祝日を
除く）

8:00～18:00 無 0470-87-9339
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7797 鈴木歯科医院 診療室 いすみ市 苅谷１２５９?１
月、火、水、金、土（祝日を
除く）

9:30～13:00、15:00～
19:00

無 0470-86-5526

7798 最首デンタルクリニック いすみ市 大原7772 月、火、水、金、土
月9:00～17:00 火、金9:00
～19:00 水9:00～13:00
土、9:00～17:30

無 0470-62-2543

7799 関歯科医院 いすみ市 岬町椎木1099
月、火、水、金、土（祝日を
除く）

9:00～17:00 無 0470-87-6888

7800 日本合成化工株式会社千葉工場 休憩室南側 いすみ市 弥正1077 月～土 8:30～25:00 無 0470-86-3111
7801 京葉銀行大原支店 いすみ市 大原7944-4 月～金 8:15～17:30 無 0470-62-4431
7802 居宅介護支援事業所ゆかり大原 正面入口付近 いすみ市 大原８７６３－１ 毎日 24時間 無 0470-60-9577
7803 特別養護老人ホーム茶ノ木台くらぶ 一階事務室 いすみ市 山田6033 - 3 毎日 24時間 無 0470-60-6660
7804 聖愛乳児園 １階保健室 いすみ市 岬町三門１４８３番地５ 毎日 無  0470-87-7550
7805 スーパーマルイ 店舗内 いすみ市 大原８６６１番地 毎日 7:00～19:30 無 0470-62-1718
7806 片倉歯科夷隅診療所 診療室内 いすみ市 苅谷1129-2 月～土 8:00～19:00 無 0470-86-3836
7807 株式会社第一エレクトロニクス千葉事業所 A棟２階工場長室入口 いすみ市 行川446番地1 月～金 8:30～17:25 無 0470-86-3815
7808 愛恵苑 玄関 いすみ市 岬町中滝１６９２番地３ 毎日 無 0470-87-8861

7809 せんどう 店舗内 いすみ市 岬町江場土１８４７番地１ 毎日（1/1～1/3を除く） 無 0470-80-3411

7810 大原医院 いすみ市 大原8773 月～土
月～金8:00～17:30 第２・
４木曜、土8:00～12:00

無 0470-62-2221

7811 大原クリニック いすみ市 大原1937-2 月～土
月、水、金8:30～16:30
火、木、土8:30～22:00

無 0470-60-4800

7812 万木城カントリークラブ キャディーマスター室前 いすみ市 作田2番地 毎日 7:00～17:00 無 0470-86-3731
7813 万木城カントリークラブ 東西各コース売店 いすみ市 作田2番地 毎日 7:00～17:00 無 0470-86-3731
7814 夷隅准看護師学校 玄関 いすみ市 大原8846 月～土 10:00～17:30 無 0470-62-0396
7815 大網高等学校 管理棟１階連絡通路事務室側 大網白里市 大網白里町大網435-1 毎日 常時 無 0475-72-0003
7816 大網白里特別支援学校 保健室 大網白里市 大網白里市細草1385-5 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 有 0475-70-5000
7817 大網白里特別支援学校 体育館 大網白里市 大網白里市細草1385-5 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～16:50 有 0475-70-5000
7818 市立季美の森小学校 職員室 大網白里市 季美の森南1丁目28 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0475-73-6880
7819 市立大網東小学校 職員室 大網白里市 富田32‐2 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0475-72-8300
7820 市立増穂中学校 職員室 大網白里市 北飯塚200‐1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0475-72-8811
7821 市立白里中学校 玄関 大網白里市 細草1385‐1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0475-77-2840
7822 市立増穂保育所 職員室 大網白里市 上貝塚337 月～土（祝日を除く） 8:30～18:00 有 0475-72-7732
7823 市立第一保育所 職員室 大網白里市 北今泉3696‐86 月～土（祝日を除く） 8:30～18:00 有 0475-77-2822
7824 市立第ニ保育所 職員室 大網白里市 南今泉637 月～土（祝日を除く） 8:30～18:00 有 0475-77-2688
7825 市立大網幼稚園 職員室 大網白里市 大網391‐1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0475-72-3008
7826 市立瑞穂幼稚園 職員室 大網白里市 永田1117 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0475-72-0298
7827 市立増穂幼稚園 職員室 大網白里市 南飯塚299‐1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0475-72-0299
7828 市立大網小学校 職員室 大網白里市 みどりが丘3丁目18‐3 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0475-72-0064
7829 山武郡市広域行政組合南消防署 事務室 大網白里市 富田861‐1 毎日 24時間 無 0475-72-3208
7830 山武郡市広域行政組合南消防署白里出張所 事務室 大網白里市 大網白里市南今泉4616‐1 毎日 24時間 無 0475-77-2030

7831 大網白里アリーナ 事務室 大網白里市 上貝塚160
火～日（月曜が祝日の場合は
営業）

9:00～21:00 無 0475-72-5708

7832 中部コミュニティセンター カウンター 大網白里市 柿餅26‐1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-73-3337
7833 老人福祉センター カウンター 大網白里市 四天木乙2894‐57 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-77-4466
7834 保健文化センター（健康増進課） 受付 大網白里市 大網100‐2 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-72-8321
7835 白里公民館 ロビー 大網白里市 南今泉1088‐1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-77-2172
7836 大網白里市役所 １階通路 大網白里市 大網115-2 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-70-0300
7837 大網白里市中央公民館 事務室 大網白里市 大網121-2 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-72-0698
7838 市立瑞穂小学校 職員室 大網白里市 永田1055 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0475-72-0065
7839 市立増穂小学校 職員室 大網白里市 北飯塚281 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0475-72-0213



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
7840 市立増穂北小学校 職員室 大網白里市 上貝塚317 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0475-72-1192
7841 市立白里小学校 保健室 大網白里市 南今泉3349 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0475-77-2830
7842 市立大網中学校 職員室前 大網白里市 金谷郷275 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0475-72-0042
7843 市立白里幼稚園 保健室 大網白里市 南今泉3344 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0475-77-2202
7844 大網白里市役所分庁舎 3階事務室 大網白里市 仏島72 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-72-1131
7845 あさひ保育園 職員室 大網白里市 駒込491-2 月～金（祝日を除く） 8:00～19:00 有 0475-72-3900
7846 大竹保育園 職員室 大網白里市 大竹35-1 月～金（祝日を除く） 7:00～19:00 有 0475-73-6840
7847 ショッピングモール アミリｲ 警備室前 大網白里市 みやこ野1丁目1‐1 月、火、木、金、土、日 10:00～20:00 無 0475-73-2111
7848 季美の森ゴルフ倶楽部 マスター室 大網白里市 季美の森2丁目49 毎日 8:00～17:00 無 0475-73-0109
7849 ヌーヴェルゴルフ倶楽部 ラウンジ 大網白里市 金谷郷3151‐1 毎日 8:00～17:00 無 0475-70-2001

7850 おおあみ眼科 3階廊下 大網白里市 みやこ野2丁目1‐4
月、火、水、金、土（祝日を
除く）

9:00～17:00 無 0475-72-7221

7851 大網歯科医院 消毒室 大網白里市 みやこ野2丁目2‐1
月、火、水、金、土（祝日を
除く）

9:00～17:00 無 0475-72-6480

7852 大網耳鼻咽喉科 診療室 大網白里市 みやこ野1丁目2‐1‐202
月、火、水、金、土（祝日を
除く）

9:00～17:00 無 0475-72-3344

7853 駒込クリニック 診療室 大網白里市 駒込1659‐1
月、火、水、金、土（祝日を
除く）

9:00～17:00 無 0475-72-8800

7854 グループホーム杜の街 事務室 大網白里市 南飯塚404‐4 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-70-1313
7855 （株）大里総合管理 1階ホール 大網白里市 みやこ野2丁目3‐1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-72-3473
7856 山武みどり学園 事務室 大網白里市 大網5347 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-73-8688
7857 ワーナーホーム 医務室 大網白里市 細草3215 毎日 8:30～17:15 無 0475-77-2100
7858 神戸屋フローズン 玄関 大網白里市 南横川3086‐2 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-73-2170

7859 しらさと整形外科 受付 大網白里市 南今泉75‐1
月、火、水、金、土（祝日を
除く）

9:00～17:00 無 0475-70-5855

7860 敬老園ロイヤルヴィラ大網白里 事務室 大網白里市 四天木乙2574‐24 毎日 8:30～17:15 無 0475-77-3355

7861 JA山武郡市大網経済センター 受付脇 大網白里市 柿餅13‐1
月、火、水、金、土（祝日を
除く）

9:00～17:00 無 0475-72-6333

7862 京葉銀行大網支店 金庫内 大網白里市 大網97 月～金（祝日を除く） 9:00～17:00 無 0475-72-3171
7863 ベイシア大網白里店 サービスカウンター 大網白里市 大網273‐2 毎日 9:00～20:00 無 0475-70-9888
7864 JR大網駅 大網白里市 南玉21‐7 0475-72-0054
7865 セントケアデイサービス大網 玄関 大網白里市 大網327‐2 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0475-72-2945
7866 ヤックスケアタウン大網増穂店 カウンター 大網白里市 柿餅34 毎日 24時間 無 0475-70-8815
7867 旭硝子株式会社大網白里鉱業所 制御室 大網白里市 細草940 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-77-2111
7868 (有)渡邊モータース ショールーム 大網白里市 大網537‐2 月～土（祝日を除く） 8:00～19:00 無 0475-72-0179
7869 みどりが丘保育園 職員室 大網白里市 大網2800 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0475-71-3261

7870 ますほ内科クリニック 受付 大網白里市 北飯塚345‐1
月、火、水、金、土（祝日を
除く）

9:00～17:00 無 0475-70-8800

7871 房総平和園 医務室 大網白里市 南横川1748‐1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-72-0254
7872 プリミエール脇公共用地 グラウンド内倉庫 印旛郡酒々井町 酒々井町中央台3-4-1 グラウンド日 グラウンド使用時間内 無 043-496-8681
7873 佐倉・酒々井清掃組合 施設内1階 印旛郡酒々井町 酒々井町墨1506 月～金 8:00～17:15 無 043-496-7511
7874 酒々井町保健センター 2階事務室 印旛郡酒々井町 酒々井町中央台4-10-1 月～金 8:30～17:00 有 043-496-0090
7875 墨スポーツ広場 広場内倉庫 印旛郡酒々井町 墨１４０２ 広場使用日 広場使用時間内 無 043-496-5334
7876 酒々井町中央公民館 月 印旛郡酒々井町 中央台４－１０－１ 月～金 9：00～17：00 有 043-496-5321
7877 酒々井コミュニティプラザ 多目的ホールの入り口 印旛郡酒々井町 墨１５４９－１ 年末年始以外 9:00～21:00 有 043-496-4461
7878 隣保館 事務室 印旛郡酒々井町 本佐倉６９６－２１ 月～土 8:30～17:15 無 043-496-1107
7879 酒々井町役場 中央庁舎１階 印旛郡酒々井町 中央台4-11 月～金 8:00～17:15 無 043-496-1171

7880 プリミエール酒々井 事務室 印旛郡酒々井町 酒々井町中央台3-4-1
月を除く。月曜日が祝日の場
合は翌日休み

9:00～17:00 無 043-496-8681

7881 酒々井小学校 職員室 印旛郡酒々井町 酒々井203 月～金 8:00～16:30 有 043-496-1041
7882 大室台小学校 職員室 印旛郡酒々井町 尾上2-2 月～金 8:00～16:30 有 043-496-5281
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7883 酒々井中学校 職員室前の廊下 印旛郡酒々井町 尾上141-10 月～金 8:00～16:30 有 043-496-1040
7884 社会福祉協議会 施設内1階 印旛郡酒々井町 酒々井町中央台1-28-8 月～金 8:30～17:15 無 043-496-6635
7885 酒々井町生涯学習課 事務室 印旛郡酒々井町 中央台４-１０－１ 毎日（年末年始を除く） 8:３0～17:15 無 043-496-5334

7886 駅前交流センター 施設内 印旛郡酒々井町 東酒々井1-1-306
毎日（土、日曜日、祝日、年
末年始を除く）

9：00～12：00、13：00～
17：00

無 043-290-9400

7887 尾上浄水場 玄関 印旛郡酒々井町 尾上194-1 平日 8:30～17:15 有 043-496-7725

7888 梅村歯科 診療室内 印旛郡酒々井町 酒々井町中央台2-16-6
月、火、水、金、土(祝日を除
く）

8:30～12:00、14:00～
18:00

無 043-496-7774

7889 タイヨースーパー酒々井店 店内 印旛郡酒々井町 酒々井町上岩橋111-1 元日以外 8:00～22:00 無 043-496-2411
7890 ㈱東京宇佐美石油51号成田第二SS 店内 印旛郡酒々井町 酒々井町篠山新田12-25 毎日 24時間 無 043-496-9018

7891 酒々井プレミアムアウトレット 管理室 印旛郡酒々井町 飯積２－４－１ 毎日(２月第３木曜日を除く） 10:00～20:00 無 ０４３－４８１－６１６０

7892 東京学館高等学校 1階事務室 印旛郡酒々井町 伊篠２１ 毎日 6:00～21:00 無 043-496-3881
7893 東京学館高等学校 第2体育館入口 印旛郡酒々井町 伊篠２１ 毎日 6:00～21:00 無 043-496-3881

7894 アップル歯科クリニック 診療室 印旛郡酒々井町 中央台１－６－８
月、火、水、金、土、祝日が
ある週の木

月、火、木、金8:30～
12:30、15:00～20:30 水、
土8:30～12:30、15:00～
19:00

無 043-496-9611

7895 成田市農業協同組合酒々井支所 ロビー 印旛郡酒々井町 酒々井１６７０－１ 月～金、第１・３・５土曜日
月～金8:30～17:00 土8:30
～12:00

無 ０４３－４９６－０２９１

7896 京葉銀行酒々井支店 ロビー 印旛郡酒々井町 中央台１－８－１ 月～金 9:00～15:00 有 ０４３－４９６－２１３１

7897 せんどう酒々井店 カウンター 印旛郡酒々井町 中央台２－２－２ 毎日 10:00～21:00 有 ０４３－４８１－７６１１

7898 エコトピア 本館１階 印旛郡酒々井町 酒々井町本佐倉352-2 毎日 24時間 無 043-496-1910
7899 エコトピア 新館１階看護室 印旛郡酒々井町 酒々井町本佐倉352-2 毎日 24時間 無 043-496-1910

7900 東医院 診察室 印旛郡酒々井町 東酒々井３－３－９８ 月、水、木、金、土
8:30～12:00、15:00～
18:00

無 ０４３－４９６－８１８１

7901 株式会社マルテービルド １階事務所 印旛郡酒々井町 酒々井町尾上128 月～金 8:30～17:30 有 043-481-7791
7902 ナリタヤ食彩館酒々井店 店内入口 印旛郡酒々井町 酒々井町中央台2-24-1 毎日 9:00～21:00 無 043-496-3955
7903 ケア・ホームさくらんぼ 事務室内 印旛郡酒々井町 酒々井町中央台3-3-2 毎日 24時間 無 043-308-3588
7904 アイビネオハイツ 管理人室 印旛郡酒々井町 酒々井町東酒々井6-6 毎日 24時間 有 043-496-5616
7905 酒々井ちびっこ天国 事務所内 印旛郡酒々井町 伊篠1-2 プール開園中 9:00～17:00 無 043-496-2611
7906 京成酒々井駅 施設内（改札付近） 印旛郡酒々井町 中川５６０－１ 毎日 始発～終電 有 043-496-4610
7907 京成宗吾参道駅 施設内（改札付近） 印旛郡酒々井町 下岩橋４２３－３ 毎日 始発～終電 有 043-496-2322
7908 酒々井パーキング下り売店 施設内（入口付近） 印旛郡酒々井町 墨1419―1 毎日 24時間 無 043-495-5331
7909 ザ・ゴルファン 事務所内 印旛郡酒々井町 篠山新田3-2 毎日（1/1を除く） 6:30～22:00、8:00～22:00 無 043-496-9288
7910 しすいの森パークゴルフ場 事務所内 印旛郡酒々井町 墨1200 毎日（年末年始を除く） 8:00～16:00 無 043-496-0955

7911 しすい眼科医院 処置室 印旛郡酒々井町 中央台2-18-18 月、火、水（午後）、金、土
8:30～12:30、15:00～
18:00

有 043-496-3610

7912 酒々井町温泉湯楽の里 事務室 印旛郡酒々井町 飯積1-1-1 毎日 9:00～23:00 有 043-312-0026
7913 蛍雪学園 玄関 印旛郡酒々井町 伊篠457-3 毎日 9:00～18:00 有 043-496-4008
7914 新家工業（株） 食堂 印旛郡酒々井町 伊篠472 毎日 6:30～22:00 有 043-496-2111
7915 中央台ハイツ自治会 集会場玄関 印旛郡酒々井町 中央台3-3 集会場使用時 集会場使用時 有
7916 酒々井まがり屋 店舗入り口 印旛郡酒々井町 馬橋106 月曜以外 10:00～18:00 有 043-496-1001
7917 酒々井パーキング上り売店 施設内（入口付近） 印旛郡酒々井町 墨1379-5 毎日 24時間 無 043-496-5332

7918 房総のむら 下総の農家 印旛郡栄町 龍角寺１０２８
原則、火～日、休館日は利用
不可

8;30～17:15 有 0476-95-3333

7919 房総のむら 管理棟医務室 印旛郡栄町 龍角寺１０２８
原則、火～日、休館日は利用
不可

8:30～17:15 有 0476-95-3333
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7920 房総のむら 資料館受付 印旛郡栄町 龍角寺１０２８
原則、火～日、休館日は利用
不可

8:30～17:15 有 0476-95-3333

7921 房総のむら 総屋受付 印旛郡栄町 龍角寺１０２８
原則、火～日、休館日は利用
不可

8;30～17:15 有 0476-95-3333

7922 栄町役場 正面玄関 印旛郡栄町 安食台１－２ 月～土（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0476-95-1100
7923 ふれあいプラザさかえ １階受付カウンター 印旛郡栄町 安食９３８－１ 火～日（祝日の翌日を除く） 9:00～21:00 有 0476-95-1112
7924 栄町立栄中学校 １階多目的ホール 印旛郡栄町 安食５５ 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0476-95-0011
7925 栄町立栄中学校 保健室 印旛郡栄町 安食５５ 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0476-95-0011
7926 運行中の循環バス（ドラムバス） 安食循環バス 印旛郡栄町 酒直682 月～土 7:00～18:30 有 0476-80-2772
7927 運行中の循環バス（ドラムバス） 布鎌循環バス 印旛郡栄町 酒直682 月～土 7:00～18:30 有 0476-80-2772
7928 栄町立安食小学校 職員室 印旛郡栄町 安食305 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0476-95-0017
7929 栄町立安食台小学校 校長室入口 印旛郡栄町 安食台4-34-1 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0476-95-0971
7930 栄町立竜角寺台小学校 保健室 印旛郡栄町 竜角寺台6-26-1 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0476-95-5311
7931 栄町立布鎌小学校 保健室 印旛郡栄町 請方157-1 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0476-95-0138
7932 株式会社シルド 1階事務所 印旛郡栄町 矢口神明4-13-1 月～金（祝日を除く） 8:30～16:40 無 0476-95-7600
7933 京葉銀行（株）栄支店 営業室内 印旛郡栄町 安食台1-3-2 月～金（祝日を除く） 9:00～15:00 有 0476-95-1821
7934 日本食研（株）千葉本社工場 事務所棟1階受付 印旛郡栄町 矢口神明3-1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:30 有 0476-95-8501
7935 日本食研（株）千葉本社工場 液体工場棟1階事務所 印旛郡栄町 矢口神明3-1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:30 有 0476-95-8501
7936 日本食研（株）千葉本社工場 粉体工場棟１階事務所 印旛郡栄町 矢口神明3-1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:30 有 0476-95-8501
7937 よつ葉乳業（株）東京工場 事務棟 印旛郡栄町 矢口神明1-6-1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 無 0476-95-7768
7938 よつ葉乳業（株）東京工場 工場棟 印旛郡栄町 矢口神明1-6-1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 無 0476-95-7768
7939 よつ葉乳業（株）東京工場 工場棟 印旛郡栄町 矢口神明1-6-1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 無 0476-95-7768
7940 ミモト歯科医院 診療室 印旛郡栄町 竜角寺台5-21-2 月、火、木、金、土 9:00～20:00 有 0476-95-8300

7941 竜角寺歯科医院 受付カウンター 印旛郡栄町 龍角寺1129-24
月、火、水、金、土（祝日を
除く）

9:00～19:00 有 0476-95-8585

7942 成田ヒルズカントリークラブ キャディーマスター室 印旛郡栄町 龍角寺1236-3 火～日 7:00～17:00 有 0476-95-5555
7943 成田ヒルズカントリークラブ 各コース（イン） 印旛郡栄町 龍角寺1236-3 火～日 7:00～17:00 有 0476-95-5555
7944 成田ヒルズカントリークラブ 各コース（アウト） 印旛郡栄町 龍角寺1236-3 火～日 7:00～17:00 有 0476-95-5555
7945 西印旛農業協同組合東部支店 ロビー 印旛郡栄町 和田116-1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 0476-95-1101
7946 JA西印旛農産物直売所とれたて産直館 レジ脇 印旛郡栄町 請方368 毎日 10:00～18:00 無 0476-80-2220
7947 ナリタヤ安食店 店内出入り口左側 印旛郡栄町 安食2170-1 毎日 7:00～21:00 無 0476-95-2266

7948 北総栄病院 1階救急室 印旛郡栄町 安食2421
月、火、木、土（祝日を除
く）

9:00～20:00 有 0476-95-6811

7949 北総栄病院 3階病棟 印旛郡栄町 安食2421
月、火、木、土（祝日を除
く）

9:00～20:00 有 0476-95-6811

7950 県立房総のむら 風土記の丘資料館1階 印旛郡栄町 龍角寺978 火～日 9:00～16:30 有 0476-95-3333
7951 県立房総のむら 総屋1階 印旛郡栄町 龍角寺1028 火～日 9:00～16:30 有 0476-95-3333
7952 県立房総のむら 管理棟1階 印旛郡栄町 龍角寺1028 火～日 9:00～16:30 有 0476-95-3333
7953 県立房総のむら 下総の農家 機小屋 印旛郡栄町 龍角寺1028 火～日 9:00～16:30 無 0476-95-3333

7954 内山北総レミコン（株） 2階事務室 印旛郡栄町 西650-6
毎日（第２・４土曜、祝日を
除く）

7:30～17:00 有 0476-95-1131

7955 あじき台歯科 受付 印旛郡栄町
安食台1-3-4マルエツ安食
店2階

毎日（祝日を除く）
月、火、木、金、土、日
9:00～19:30 水9:00～13:00

有 0476-80-1180

7956 栄白翠園 医務室 印旛郡栄町 酒直1335 毎日 8:30～17:30 有 0476-95-8941
7957 紀文フレッシュシステム 1階 玄関入口 印旛郡栄町 矢口神明2-1-1 毎日 24時間 有 0476-80-1320
7958 セガロジスティクサービス矢口事業所 2号棟1階事務室 印旛郡栄町 矢口神明5-3-2 月～金（祝日を除く） 9:00～18:00 有 0476-95-7511

7959 おがわ内科 院内 印旛郡栄町 安食1-18-23
月～土（水曜午後、祝日を除
く）

月、火、木、金9:00～
18:30 水9:00～12:30 土
9:00～17:00

無 0476-80-2777

7960 後藤医院 院内 印旛郡栄町 安食3646 月～土（祝日を除く）
月、火、水、金8:30～
18:00 木、土8:30～12:00

無 0476-95-0059
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7961 安食保育園 事務所内 印旛郡栄町 安食3633 月～土 8:00～18:00 有 0476-95-0125
7962 香取特別支援学校 管理棟１階保健室出入口付近 香取郡神崎町 神崎町大貫383-13 月～金 土日祝日は利用不可 8:45～17:15 有 0478-72-2911

7963 神崎小学校 施設内 香取郡神崎町 神崎本宿22
月～金（土日も場合により
可）

8:30～17:15 有 0748-72-3041

7964 米沢小学校 施設内 香取郡神崎町 新385
月～金（土日も場合により
可）

8:30～17:15 有 0478-72-3070

7965 神崎中学校 施設内 香取郡神崎町 神崎本宿260
月～金（土日も場合により
可）

8:30～17:15 有 0478-72-3031

7966 ふれあいプラザ ロビー 香取郡神崎町 神崎本宿96
月～金（土日も場合により
可）

8:30～17:15 有 0478-72-1603

7967 神崎町役場 庁舎１階 出納室前 香取郡神崎町 神崎本宿163
月～金（土日も場合により
可）

8:30～17:15 有 0478-72-2111

7968 多古高等学校 ２階中央廊下 香取郡多古町 多古町多古3236 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 0479-76-2557
7969 香取警察署多古幹部交番 交番内 香取郡多古町 多古2000-207 毎日利用可能 終日 有 0479-76-2128
7970 多古町立多古中学校 職員玄関 香取郡多古町 多古2920 月～金 8:00～16:30 無 0479-76-5261
7971 多古町立多古第一小学校 職員玄関 香取郡多古町 多古2527 月～金 8:00～16:30 無 0479-76-2752
7972 多古町立常磐小学校 職員玄関 香取郡多古町 南玉造162 月～金 8:00～16:30 無 0479-76-9515
7973 多古町立中村小学校 職員玄関 香取郡多古町 南中349-2 月～金 8:00～16:30 無 0479-76-2456
7974 多古町立久賀小学校 職員玄関 香取郡多古町 大門205 月～金 8:00～16:30 無 0479-75-1155

7975 中村学童保育所 保育室 香取郡多古町 南中365-1 月～土
月～金14:30～19:00 土8:00
～19:00

無 0479-76-7474

7976 多古町役場 事務室 香取郡多古町 多古584 月～金 8:30～17:15 無 0479-76-2611
7977 多古町役場 別棟2階フロアー 香取郡多古町 多古584 月～金 8:30～17:15 無 0479-76-2611
7978 多古町コミュニティプラザ ロビー 香取郡多古町 多古2855 火～日 8:30～17:15 無 0479-76-7811
7979 保健福祉センター 総合相談室 香取郡多古町 多古2848 月～金 8:30～17:15 無 0479-76-3185

7980 久賀学童保育所 保育室 香取郡多古町 大門205 月～土
月～金14:30～19:00 土8:00
～19:00

無 0479-75-1450

7981 多古こども園 保健室 香取郡多古町 多古２０００－６ 月～土 7:00～19:00 無 0479-76-6050
7982 わぁ～かちぃ～と 玄関 香取郡多古町 多古２７２１－１ 月、火、木、金、土、日 9:00～18:00 無 0479-75-4919

7983 多古学童保育所 玄関 香取郡多古町 多古２５４０－２ 月～土
14:30～19:00 土8:00～
19:00

無 0479-76-3075

7984 香取広域消防本部 多古分署 入口 香取郡多古町 多古3546-5 毎日 24時間 無 0479-76-3255

7985 道の駅多古あじさい館 休憩コーナー 香取郡多古町 多古1069-1 毎日
9:00～18:00 4～8月9:00～
19:00

無 0479-79-3456

7986 新町ハウス 医務倉庫 香取郡多古町 多古2686-1 毎日 24時間 無 0479-70-6161
7987 多古特別養護老人ホーム 玄関 香取郡多古町 南玉造460-36 毎日 24時間 無 0479-76-8181

7988 石橋内科医院 診察室 香取郡多古町 南中１４３９－１ 月～土

月、水、木、金9：00～
11：30.14：30～17：30火
9：00～11：30.16：00～
18：00土9：00～11：
30.14：30～16：30

無 0479-76-2767

7989 ひかり学園 ２階支援室 香取郡多古町 北中１３０９－１６０ 毎日 24時間 無 0479-76-5500
7990 ひかり学園アネックス中村 支援室 香取郡多古町 南中335 月～土 9:00～16:00 無 0479-75-4840
7991 白貝ガーデン 支援室 香取郡多古町 北中１２３１－６ 毎日 16:00～21:00 無 0479-74-3763
7992 第２ひかり学園 医務室 香取郡多古町 北中１２６９ 毎日 24時間 無 0479-76-8866
7993 おくと（法人本部） 乳児室 香取郡多古町 北中１２５８ 毎日 9:00～18:00 無 0479-74-7733
7994 久賀福祉センター 支援室 香取郡多古町 大高１－２８ 月～土 9:00～16:00 無 0479-74-7718

7995 多古歯科クリニック 診察室 香取郡多古町 多古３２４８－２ 月、火、木、金、土
月～金9:00～18:30 土9:00
～16:30

無 0479-76-5177

7996 多古ケアハウス 事務室 香取郡多古町 南玉造460-50 毎日 24時間 無 0479-76-9211
7997 ゴルフ倶楽部成田ハイツリー ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ 香取郡多古町 大門659 火～日 8:00～17:00 無 0479-75-1143
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7998 ダイナミックゴルフ成田 ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ 香取郡多古町 飯笹1040-1 毎日
月～金8:00～22:00 土、日
7:00～22:00

無 0479-75-0793

7999 アコーディア・ゴルフガーデン フロント 香取郡多古町 出沼664-6 火～日 8:00～17:00 無 0479-75-2525

8000 平山眼科医院 診察室 香取郡多古町 多古3271-2 月、火、水、金、土
8：00～12：00.14：00～
17：00

無 0479-76-2338

8001 日立化成株式会社松戸事務所(香取) 警備所 香取郡多古町 水戸1 毎日 24時間 無 0479-76-5571
8002 那須歯科医院 受付 香取郡多古町 染井182-10 月、火、木、金、土 9:00～18:00 無 0479-76-5745
8003 東京国際空港ゴルフ倶楽部 ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ 香取郡多古町 船越2599 毎日 7:00～17:00 無 0479-76-5101
8004 ＪＡ多古町 カウンター 香取郡多古町 多古1456-1 月～金 8:30～17:00 無 0479-76-2011
8005 ＪＡ多古町直売所四季の里 入口 香取郡多古町 多古1456-1 毎日 9:30～18:00 無 0479-76-4411
8006 ＪＡ多古町大高野菜出荷場 会議室 香取郡多古町 大高1-89 月～金 8:00～17:00 無 0479-75-0667
8007 ㈱龍角散千葉工場 工場 香取郡多古町 水戸1460-3 月～金 9:00～17:30 無 0479-76-7650

8008 平山歯科医院 診療室 香取郡多古町 多古2625 月、火、水、金、土
8:30～12:00、13:30～
18:00

無 0479-76-2120

8009 平山歯科クリニック 診療室 香取郡多古町 多古2459 月、火、水、金、土 8:30～12:00 無 0479-76-5230

8010 津島歯科医院 診療室 香取郡多古町 多古1519-1 月、火、木、金、土
9:00～12:00、14:00～
18:00

無 0479-76-3755

8011 萩原歯科医院 診療室 香取郡多古町 飯笹487 月、火、水、金、土
9:00～12:00、14:00～
17:00

無 0479-75-0077

8012 株式会社ＬＳＩメディエンス 事務所 香取郡多古町 水戸1460-6 月～金 9:00～17:30 無 0479-76-3666
8013 デンカポリマー株式会社香取工場 製造工場内 香取郡多古町 水戸1-26 月～金 8:00～17:00 無 0479-76-7777
8014 石垣食品株式会社 事務所 香取郡多古町 飯笹782-9 月～金 8:30～18:00 無 0479-75-0083
8015 京葉銀行 多古支店 ロビー 香取郡多古町 多古2738 月～金 9:00～15:00 無 0479-76-5151
8016 東庄町立東庄中学校 職員室 香取郡東庄町 青馬1756 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 無 0478-86-3131
8017 東庄町立笹川小学校 職員室 香取郡東庄町 笹川い4713 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 0478-86-0014
8018 東庄町立橘小学校 保健室 香取郡東庄町 今郡558 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 無 0478-86-1006
8019 東庄町立東城小学校 保健室 香取郡東庄町 小南941 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 0478-87-0014
8020 東庄町立石出小学校 職員室 香取郡東庄町 石出1599 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 0478-86-1014
8021 東庄町立神代小学校 職員室 香取郡東庄町 窪野谷1661 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 0478-86-4811

8022 東庄公民館 事務室 香取郡東庄町 笹川い4713-131
毎日（毎月第３日曜日、祝
日、12/28～1/4を除く）

8:30～17:00 無 0478-86-1221

8023 香取広域消防本部 東庄分署 玄関 香取郡東庄町 青馬1814-1 毎日 24時間 有 0478-86-1150
8024 東庄町保健福祉総合センター 玄関 香取郡東庄町 石出２６９２－４ 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 0478-80-3300
8025 東総広域水道企業団 玄関 香取郡東庄町 笹川ろ１ 毎日 24時間 無 0478-86-3821
8026 東庄町立笹川幼稚園 職員室 香取郡東庄町 笹川い4713-29 月～金（祝日を除く） 8:30～16:30 有 0478-86-0117
8027 東庄町立橘幼稚園 職員室 香取郡東庄町 今郡555 月～金（祝日を除く） 8:30～16:30 有 0478-86-4055
8028 東庄町児童館 玄関 香取郡東庄町 小南534 毎日 8:45～17:00 無 0478-87-0921
8029 東庄町役場 町民課カウンター 香取郡東庄町 笹川い4713-131 毎日 8:30～17:15 有 0478-86-1111
8030 香取学園龍ヶ谷寮 玄関 香取郡東庄町 平山1284-2 毎日 24時間 無 0478-86-0175
8031 特別養護老人ホーム竜神苑 ナースステーション 香取郡東庄町 笹川ろ3324-1 毎日 24時間 無 0478-80-3277
8032 特別養護老人ホーム藹藹 医務室 香取郡東庄町 羽計2189-13 毎日 24時間 無 0478-86-4719
8033 特別養護老人ホーム藹藹 通院車 香取郡東庄町 羽計2189-13 毎日 24時間 無 0478-86-4719
8034 東洋合成工業千葉工場 工場内 香取郡東庄町 宮野台1-51 毎日 24時間 無 0478-87-1111

8035 青野歯科 診療室 香取郡東庄町 小南1876 火～土（祝日を除く）
火、水、金、土8:00～
17:00 木8:00～9:30

有 0478-87-0636

8036 岡野歯科 診療室 香取郡東庄町 小南1266
月、火、水、金、土（祝日を
除く）

9:00～18:30 無 0478-87-0821

8037 グリーンデンタル 診療室 香取郡東庄町 笹川い4539-74
月、火、木、金、土（祝日を
除く）

9:00～18:30 無 0478-86-2020

8038 野沢歯科 診療室 香取郡東庄町 笹川い5549-2
月、火、水、金、土（祝日を
除く）

9:00～17:00 無 0478-86-0041



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
8039 スーパータイヨー 事務室 香取郡東庄町 笹川い5449-1 毎日 9:00～20:30 有 0478-86-3811
8040 アークリバーサイドブルバドＧＳ 店内 香取郡東庄町 新宿2222-1 毎日 7:00～21:00 無 0478-86-0121
8041 香取学園松葉寮 玄関 香取郡東庄町 平山1290-1 毎日 24時間 有 0478-86-3535
8042 香取学園瑞穂寮 医務室 香取郡東庄町 平山6-9 毎日 24時間 無 0478-86-4151

8043 東庄ゴルフ倶楽部 マスター室 香取郡東庄町 東和田329
毎日（休業日（不定休）を除
く）

6:30～18:00 無 0478-87-0115

8044 夢の庄デイサービスセンター ロビー 香取郡東庄町 新宿988-1 毎日 24時間 無 0478-80-3225
8045 養護老人保健施設深深 医務室 香取郡東庄町 羽計2181 毎日 24時間 無 0478-86-3133
8046 ＪＡかとり東庄支店 ロビー 香取郡東庄町 笹川い554 月～金（祝日を除く） 9:00～15:00 無 0478-86-3431
8047 ＪＡかとり経済センター ロビー 香取郡東庄町 小南55 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 0478-87-1211

8048 岡野医院 診療室 香取郡東庄町 笹川い4714-49
水(午後)土(午後)土、日、祝日
休診

9:00～18:00 有 0478-86-5757

8049 九十九里ふるさと自然公園センター 事務室内 山武郡九十九里町 片貝6928番地先 火～日 月曜日は休館日 9:00～16:30 無 0475-76-6669
8050 九十九里高等学校 管理棟保健室前廊下 山武郡九十九里町 九十九里町片貝1910 月～金 土日祝日は利用不可 8:25～16:55 無 0475-76-2256
8051 山武郡市広域行政組合中央消防署九十九里分署 事務室 山武郡九十九里町 片貝2520 毎日（出動中は除く） 24時間 無 0475-76-4550
8052 町立豊海小学校 職員室 山武郡九十九里町 不動堂301-6 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0475-76-3044
8053 九十九里町役場 事務室 山武郡九十九里町 片貝4099 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-70-3106
8054 九十九里町中央公民館 事務室 山武郡九十九里町 片貝2915 火～日 8:30～17:15 無 0475-76-4116
8055 町立九十九里中学校 体育館 山武郡九十九里町 片貝1899－4 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0475-76-4001
8056 町立九十九里小学校 体育館 山武郡九十九里町 小関1797－1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0475-76-2071
8057 町立片貝小学校 体育館 山武郡九十九里町 片貝3193 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0475-76-2100
8058 九十九里ふる里自然公園センター 事務室 山武郡九十九里町 片貝6928中央海岸 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-76-6669
8059 九十九里町営野球場 事務室 山武郡九十九里町 片貝5821 無 0475-70-3192
8060 九十九里町保健センター ロビー 山武郡九十九里町 片貝2910 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-70-3182
8061 町立片貝幼稚園 職員室 山武郡九十九里町 片貝4268 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0475-76-4066
8062 町立豊海幼稚園 職員室 山武郡九十九里町 不動堂161‐1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0475-76-4615
8063 町立豊海保育所 職員室 山武郡九十九里町 不動堂444 月～土（祝日を除く） 8:00～18:00 有 0475-76-3196
8064 町立片貝保育所 職員室 山武郡九十九里町 片貝2852 月～土（祝日を除く） 8:00～18:00 有 0475-76-2467
8065 町立東保育所 職員室 山武郡九十九里町 田中荒生1661 月～土（祝日を除く） 8:00～18:00 有 0475-76-2468
8066 町立作田保育所 職員室 山武郡九十九里町 作田4527‐1 月～土（祝日を除く） 8:00～18:00 有 0475-76-5042
8067 九十九里町ガス課 玄関 山武郡九十九里町 片貝3313‐2 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-76-6176
8068 かたかいこども園 職員室 山武郡九十九里町 片貝2852 月～金（祝日を除く） 8:30～18：00 有 0475‐76‐2467
8069 国民宿舎サンライズ九十九里 ロビー 山武郡九十九里町 真亀4908 毎日 無 0475-76-4151
8070 特別養護老人ホーム九十九里園 医務室 山武郡九十九里町 粟生1532－1 毎日 8:30～17:15 無 0475-76-0108
8071 JA山武郡市 第一集出荷センター 事務室 山武郡九十九里町 田中荒生1652 月～土（祝日を除く） 無 0475-76-5320
8072 フィットネスつくも ロビー 山武郡九十九里町 不動堂141 月、水、木、金、土、日 9:00～21:00 無 0475-70-3605
8073 九十九里町商工会 事務室 山武郡九十九里町 片貝6928‐330 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-76-4165
8074 九十九里病院 C病棟１階 山武郡九十九里町 片貝2700 毎日 8:30～17:15 無 0475-76-8282
8075 九十九里病院 ３階自販機脇 山武郡九十九里町 片貝2700 毎日 8:30～17:15 無 0475-76-8282
8076 九十九里病院 救急外来 山武郡九十九里町 片貝2700 毎日 8:30～17:15 無 0475-76-8282

8077 髙橋医院 診察室 山武郡九十九里町 真亀3101
月、火、水、金、土（祝日を
除く）

9:00～17:00 無 0475-76-3101

8078 株式会社チヤフルキョウエイ本店 事務室 山武郡九十九里町 西野672‐7 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-76-6969
8079 出光ユニテック㈱千葉工場 工場内 山武郡九十九里町 作田417‐1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-76-7956
8080 山武郡市広域行政組合東消防署芝山分署 事務室 山武郡芝山町 宝馬233 毎日 24時間 無 0479-77-1412
8081 芝山町役場 事務室 山武郡芝山町 小池992 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-77-3901
8082 芝山町福祉センター やすらぎの里 事務室 山武郡芝山町 飯櫃126-1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-78-0294
8083 芝山町第一保育所 玄関 山武郡芝山町 新井田63 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～17:15 有 0479-77-1036
8084 芝山町第二保育所 職員室 山武郡芝山町 大里2737-4 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～17:15 有 0479-78-0160
8085 芝山町第三保育所 職員室 山武郡芝山町 新井田445-149 月～金 土日祝日は利用不可 8:00～17:15 有 0479-77-1441
8086 芝山町保健センター 事務室 山武郡芝山町 小池980 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-77-1891



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

8087 芝山文化センター ロビー 山武郡芝山町 小池973
火～日（月曜が祝日の場合は
営業）

8:30～17:15 無 0479-77-1861

8088 芝山町総合運動場 体育館 山武郡芝山町 小池1557
火～日（月曜が祝日の場合は
営業）

9:00～17:00 無 090-3806-6302

8089 芝山町公園野球場 本部席廊下 山武郡芝山町 芝山346 開場日のみ利用可 9:00～22:00 有 0479-77-1861
8090 芝山町スポーツ広場 ミーティングルーム 山武郡芝山町 山田1040-1 開場日のみ利用可 9:00～17:00 有 0479-77-1861
8091 町立芝山小学校 職員室 山武郡芝山町 新井田63 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-77-0015
8092 町立芝山小学校 保健室 山武郡芝山町 新井田63 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-77-0015
8093 町立芝山小学校 体育館 山武郡芝山町 新井田63 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-77-0015
8094 町立芝山中学校 職員室 山武郡芝山町 高田239－1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-77-0130
8095 町立芝山中学校 職員玄関 山武郡芝山町 高田239－1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-77-0130
8096 町立芝山中学校 体育館 山武郡芝山町 高田239－1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-77-0130
8097 町立芝山小学校 体育館 山武郡芝山町 新井田63 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-77-0015
8098 町立芝山中学校 体育館 山武郡芝山町 高田239－1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-77-0130
8099 芝山町第1保育所 玄関 山武郡芝山町 新井田63 月～金（祝日を除く） 8:00～19:00 有 0479-77-1036
8100 芝山町第2保育所 職員室 山武郡芝山町 大里2737-4 月～金（祝日を除く） 8:00～19:00 有 0479-77-0160
8101 芝山町第3保育所 職員室 山武郡芝山町 新井田445-149 月～金（祝日を除く） 8:00～19:00 有 0479-77-1441
8102 京カントリーゴルフクラブ マスター室 山武郡芝山町 山田1281 毎日 8:00～17:00 無 0479-77-2222
8103 芝山ゴルフ倶楽部 医務室 山武郡芝山町 大台2176 毎日 8:00～17:00 無 0479-77-4123
8104 イーグルレイクゴルフ マスター室 山武郡芝山町 境201 毎日 8:00～17:00 無 0479-78-6200
8105 富里ゴルフ倶楽部 マスター室前 山武郡芝山町 小原子773 毎日 8:00～17:00 無 0479-78-0002
8106 ㈱ダイクレエンジニアリング千葉工場 事務室 山武郡芝山町 小池2700‐27 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-77-1221
8107 ㈱ＴＦＫ芝山工場 事務所入口 山武郡芝山町 岩山1340－9 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-78-8151
8108 国際空港上屋株式会社成田物流センター 玄関 山武郡芝山町 岩山114－7 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-78-8859
8109 東芝ロジスティクス成田ロジセンター 事務室 山武郡芝山町 岩山1340－10 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-70-9190
8110 サテライト成田 救護室 山武郡芝山町 岩山1411 毎日 9:00～17:00 無 0479-78-2410
8111 航空集配サービス株式会社成田支店 事務室 山武郡芝山町 香山新田50－2 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-78-1596
8112 日本オーチス・エレベーター株式会社生産本部 医務室 山武郡芝山町 小池2700－1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-77-1301
8113 JX日鉱日石ANCI㈱成田工場技術開発センター 1階事務室 山武郡芝山町 小池2700‐72 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-77-0491
8114 JX日鉱日石ANCI㈱成田工場技術開発センター 工場内 山武郡芝山町 小池2700‐72 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-77-0491
8115 コクヨファニチャー株式会社芝山工場 事務室 山武郡芝山町 大台3155－4 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-77-0801
8116 西濃シェンカー㈱成田ロジスティクスセンター 1階事務室 山武郡芝山町 岩山1340－13 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-78-8310
8117 JA山武郡市 二川支所 事務室 山武郡芝山町 小池1034 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-77-1511
8118 JA山武郡市 芝山経済センター 事務室 山武郡芝山町 大台2609 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-77-0767
8119 丸全昭和運輸株式会社成田物流センター C棟警備室 山武郡芝山町 岩山2313－4 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-70-8580
8120 丸全昭和運輸株式会社成田物流センター D棟警備室 山武郡芝山町 岩山2313－4 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-70-8580
8121 高根病院 ロビー 山武郡芝山町 岩山2308 毎日 9:00～17:00 無 0479-77-1133
8122 高根病院 病棟内① 山武郡芝山町 岩山2308 毎日 9:00～17:00 無 0479-77-1133
8123 高根病院 病棟内② 山武郡芝山町 岩山2308 毎日 9:00～17:00 無 0479-77-1133
8124 郵船航空サービス A棟１階喫煙室 山武郡芝山町 岩山1340－49 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-70-9430
8125 郵船航空サービス 倉庫 B棟7階廊下 山武郡芝山町 岩山1340－49 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-70-9430
8126 郵船航空サービス A棟倉庫内 山武郡芝山町 岩山1340－49 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-70-9430
8127 地域交流パーク 風和里 しばやま 売り場 山武郡芝山町 小池2568 毎日 9:00～19:00 無 0479-70-8877
8128 空の駅 風和里 しばやま 売り場 山武郡芝山町 朝倉394‐15 毎日 9:00～19:00 無 0479-77-2020

8129 航空科学博物館 １階トイレ脇 山武郡芝山町 岩山111‐3
火～日（月曜が祝日の場合は
営業）

10:00～17:00 無 0479-78-0557

8130 千葉信用金庫芝山支店 カウンター 山武郡芝山町 小池1127‐1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-77-1415
8131 ㈱協成成田芝山工場 事務所 山武郡芝山町 大台3155‐12 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-77-2524
8132 東京税関成田南部航空貨物出張所 事務所 山武郡芝山町 大里32‐1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0476-33-0548
8133 ㈱アルプス物流成田営業所 事務所 山武郡芝山町 大台3155‐65 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-78-6366
8134 オリンピッククラブ 事務所 山武郡芝山町 宝馬21‐5 毎日 9:00～17:00 無 0479-77-1929
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8135 MGM芝山店 カウンター 山武郡芝山町 岩山2299‐3 毎日 10:00～23:00 無 0479-78-6216
8136 ㈱ホルビガー日本 事務所 山武郡芝山町 宝馬129‐1 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 0479-77-2228
8137 プラチナホーム芝山なのはな 事務所 山武郡芝山町 新井田445‐293 毎日 24時間 無 0479-70-8730
8138 小野田ケミコ株式会社千葉芝山工場 事務所 山武郡芝山町 大台3155‐41 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0479-77-2841

8139 朝日森運輸倉庫（フェデックス） 事務室 山武郡芝山町 山田1711‐1 月～土
月～金 9:00～20:30、土
9:00～16:00

無 0479-70-8681

8140 西日本鉄道株式会社 １階ロビー 山武郡芝山町 岩山1340‐48 毎日 9:00～18:00 無 0479-78-1542
8141 近鉄エクスプレス成田ターミナル 玄関ホール 山武郡芝山町 大里157-1 毎日 24時間 有 0479-70-9209
8142 近鉄エクスプレス成田ターミナル 玄関ホール 山武郡芝山町 大里157-1 毎日 24時間 有 0479-70-9201
8143 坂田池公園管理センター ロビー 山武郡横芝光町 坂田池１番地１ 火～日（祝日の翌日を除く） 8:30～22:00 有 0479-82-7256
8144 坂田池公園陸上競技場 本部席 山武郡横芝光町 坂田池１番地１ 火～日（祝日の翌日を除く） 9:00～19:00 有 0479-82-7256
8145 健康づくりセンター「プラム」 事務室 山武郡横芝光町 栗山１０７６番地 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 有 0479-82-3400
8146 東陽病院 患者待合ホール 山武郡横芝光町 宮川１２１００番地 毎日 24時間 無 0479-84-1335

8147 横芝光町町民会館 ロビー 山武郡横芝光町 宮川１１９０７番地２ 火～日（祝日の翌日を除く）
火～土8:30～22:00、日
8:30～17:15

有 0479-84-1358

8148 横芝光町役場 １階ロビー 山武郡横芝光町 宮川１１９０２番地 毎日 8:30～17:15 有 0479-84-1211
8149 日吉小学校 保健室 山武郡横芝光町 篠本５１７７番地 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0479-85-1234
8150 南条小学校 職員室 山武郡横芝光町 小田部１０４５番地 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0479-85-1123
8151 白浜小学校 保健室前廊下 山武郡横芝光町 木戸１３３４番地 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0479-84-1234
8152 大総小学校 職員室 山武郡横芝光町 木戸台２０１２番地 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0479-82-0304
8153 横芝小学校 保健室 山武郡横芝光町 横芝１８００番地 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0479-82-1145
8154 上堺小学校 昇降口 山武郡横芝光町 北清水１８４番地 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0479-82-2525
8155 光中学校 職員室 山武郡横芝光町 宮川５８８３番地 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0479-84-1545
8156 横芝中学校 職員室 山武郡横芝光町 坂田池３番地１ 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0479-82-1245
8157 横芝光消防署 救急車１ 山武郡横芝光町 横芝１１６４番地１ 毎日 24時間 有 0479-80-0119
8158 横芝光消防署 事務室１ 山武郡横芝光町 横芝１１６４番地１ 毎日 24時間 有 0479-80-0119
8159 しおさい公園（B＆G海洋センター） ロビー 山武郡横芝光町 木戸１０１５６番地１ 火～日（祝日の翌日を除く） 9:00～22:00 有 0479-84-3510
8160 横芝Ｂ＆Ｇ海洋センター ロビー 山武郡横芝光町 横芝９１０番地１ 火～日（祝日の翌日を除く） 9:00～22:00 有 0479-82-5700

8161 横芝光町図書館 カウンター 山武郡横芝光町 宮川１１９１７番地
火～日（月曜祝日の場合、翌
日を除く）

9:30～18:00 有 0479-84-3311

8162 東陽小学校 職員室 山武郡横芝光町 宮川４６５５番地 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0479-84-1345
8163 東京エレクトロンBP（株）成田営業所 食堂 山武郡横芝光町 長山台１番地３ 月～金（祝日を除く） 9:00～17:30 無 0479-82-8131

8164 カレドニアンゴルフクラブ クラブハウス 山武郡横芝光町 長倉１６５８番地
毎日（1/1、2月の第３月・火
曜日を除く）

夏季6:00～18:00、冬季
7:00～17:00

無 0479-82-6161

8165 カレドニアンゴルフクラブ 売店 山武郡横芝光町 長倉１６５８番地
毎日（1/1、2月の第３月・火
曜日を除く）

夏季6:00～18:00、冬季
7:00～17:00

無 0479-82-6161

8166 カレドニアンゴルフクラブ コース管理棟 山武郡横芝光町 長倉１６５８番地
毎日（1/1、2月の第３月・火
曜日を除く）

夏季6:00～18:00、冬季
7:00～17:00

無 0479-82-6161

8167 越川医院 処置室 山武郡横芝光町 宮川２３８０番地１ 月～土
月～金9:00～12:00、16:00
～18:00、土9:00～12:00

無 0479-84-0103

8168 さくらクリニック 処置室 山武郡横芝光町 宮川１１９４９番地１
月～土（祝日、不定休を除
く）

月、火、木、金8:30～
17:30 水、土8:30～12:00

有 0479-84-4333

8169 横芝敬愛高等学校 保健室 山武郡横芝光町 栗山４５０８番地 月～金（祝日を除く） 9:00～16:00 無 0479-82-1239
8170 横芝敬愛高等学校 野球場 山武郡横芝光町 栗山４５０８番地 月～金（祝日を除く） 9:00～16:00 無 0479-82-1239
8171 京葉銀行横芝支店 ロビー 山武郡横芝光町 横芝１１９０番地１ 月～金（祝日を除く） 9:00～15:00 有 0479-82-1331

8172 西村歯科医院 山武郡横芝光町 横芝２２４２番地１
月、火、水、金、土（祝日を
除く）

8:30～18:00 無 0479-82-4605

8173 ひかり歯科クリニック 処置機材置き場 山武郡横芝光町 宮川６６５３番地１ 火～土（祝日を除く） 9:30～18:30 有 0479-80-5560
8174 貸別荘バーネットビレッジ 管理棟フロント 山武郡横芝光町 木戸５１４３番地１ 毎日（不定休を除く） 8:30～18:00 無 0479-84-3450
8175 茶話処一休 事務室 山武郡横芝光町 木戸９６３３番地７３ 月～土 8:00～18:00 無 0479-80-3755



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

8176 光町保育園 １階廊下（職員室前） 山武郡横芝光町 宮川１１７９６番地２
月～土（祝日・年末年始を除
く）

月～金7:00～19:15、土
7:15～18:15

有 0479-84-1560

8177 光町保育園分園 ２階事務所 山武郡横芝光町 宮川５６４３番地
月～金（祝日・年末年始を除
く）

月～金7:00～19:15 有 0479-84-0115

8178 光町中央保育園 職員室 山武郡横芝光町 宮川１２１１６番地６
月～土（祝日・年末年始を除
く）

月～金7:00～19:15、土
7:15～18:15

有 0479-84-1018

8179 一宮商業高等学校 第１体育館出入口壁面 長生郡一宮町 一宮町一宮3287 月～金 土日祝日は利用不可 8:25～16:55 無 0475-42-4520
8180 一宮商業高等学校 教室棟１階事務室前 長生郡一宮町 一宮町一宮3287 月～金 土日祝日は利用不可 8:25～16:55 無 0475-42-4520
8181 長生特別支援学校 職員玄関 長生郡一宮町 一宮町東浪見6767-7 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 0475-42-2470
8182 一宮町役場 １階ロビー 長生郡一宮町 一宮2457 毎日 24時間 有 0475-42-2111
8183 振武館 事務所 長生郡一宮町 一宮3404 ※常勤職員不在のため不定 ※不定 有 0475-42-6237

8184 臨海運動公園 事務室 長生郡一宮町 船頭給2512-96 木～日
木、金8:30～12:30 土、
日、祝日8:00～16:45

有 0475-42-5955

8185 創作の里 玄関前ロビー 長生郡一宮町 一宮5322-1 ※常勤職員不在のため不定 ※不定 無 0475-42-1416

8186 一宮保育所 事務室 長生郡一宮町 田町17-1 月～土（祝日を除く）
月～金7:00～19:00 土曜
日7:30～18:00

有 0475-42-3211

8187 原保育所 廊下 長生郡一宮町 一宮1201-4 月～金（祝日を除く） 7:30～16:45 有 0475-42-2514
8188 長生郡市広域市町村圏組合消防本部 南消防署 事務室 長生郡一宮町 一宮8664 毎日 24時間 無 0475-42-2123
8189 一宮町保健センター 事務室 長生郡一宮町 一宮2461 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-40-1055
8190 一宮中学校 職員室 長生郡一宮町 一宮5052 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0475-42-3079
8191 東浪見小学校 保健室 長生郡一宮町 東浪見1516-2 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0475-42-2138

8192 中央公民館 フロント 長生郡一宮町 一宮2457
毎日（毎月第３日曜日、祝日
を除く）

月～土8:30～21:00 日曜日
8:30～17:15

無 0475-42-4576

8193 一宮ＧＳＳセンター 事務所 長生郡一宮町 一宮5072 土、日（平日、祝日は不定） 8:30～21:00 無 0475-42-5787
8194 東浪見コミニュティーセンター ホール 長生郡一宮町 東浪見1233-1 ※常勤職員不在のため不定 ※不定 有 0475-42-2112
8195 千葉地方裁判所一宮支部 １階ロビー 長生郡一宮町 一宮2791 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 0475-42-3531

8196 サーフショップパタゴニア サーフ千葉 事務所 長生郡一宮町 東浪見7404 毎日
月～金10:00～19:00 土、
日、祝日9:00～19:00

有 0475-40-6030

8197 伊勢化学一宮工場 事務所1 長生郡一宮町 一宮10230-20 月～金（祝日を除く） 8:30～16:45 有 0475-42-6351
8198 伊勢化学一宮工場 1階ホール1 長生郡一宮町 一宮10230-20 月～金（祝日を除く） 8:30～16:45 有 0475-42-6351
8199 LAVAヴィレッジ九十九里 1階フロント 長生郡一宮町 一宮327-1 ※常勤職員不在のため不定 ※不定 有 03-5469-8550

8200 いちのみやクリニック 診察室 長生郡一宮町 一宮2554-3 月～土（祝日を除く）
月、火、水、金、土8:30～
11:30、16:00～19:00 木
8:30～11:30

有 0475-42-1616

8201 秋場医院 診察室 長生郡一宮町 東浪見1627-2
月、火、水、金、土（祝日を
除く）

8:30～12:00、13:30～
17:00

無 0475-42-3323

8202 藤島クリニック 受付 長生郡一宮町 一宮2446-1 月～土（祝日を除く）
月、火、水、金、土9:00～
12:00、15:00～17:30 木
9:00～12:00

有 0475-47-3056

8203 長島医院 1階診察室 長生郡一宮町 一宮2551-6
月、火、木、金、土（祝日を
除く）

8:00～12:00、15:00～
18:00

有 0475-42-8800

8204 あすなろの家 1階リビング 長生郡一宮町 船頭給1782-2 毎日 24時間 無 0475-47-4848
8205 ミキ薬局 千葉一宮店 事務所 長生郡一宮町 一宮3105 月～土（祝日を除く） 8:30～17:00 無 0475-42-1801
8206 ＯＮＥ ＷＯＲＬＤ サーフショップ １階店内 長生郡一宮町 東浪見7449 火～日 9:00～18:00 無 0475-36-2473
8207 東京薬業くじゅうくり フロント1 長生郡一宮町 一宮10015 毎日 6:00～22:00 有 0475-42-8299
8208 社会福祉法人児童愛護会一宮苑 1Ｆホール 長生郡一宮町 一宮389 毎日 24時間 無 0475-42-1180

8209 一の宮カントリー倶楽部 1Ｆロビー 長生郡一宮町 東浪見3166 毎日
月～金7:00～17:30 土、
日、祝日6:30～18:00

無 0475-42-3711

8210 ホテル一宮シーサイドオオツカ 本館フロント1 長生郡一宮町 一宮10000 毎日 6:00～24:00 無 0475-42-6411
8211 ホテル一宮シーサイドオオツカ 別館2Ｆ1 長生郡一宮町 一宮10000 毎日 6:00～24:00 無 0475-42-6411
8212 青松学園 1Ｆ事務室1 長生郡一宮町 一宮389 毎日 24時間 有 42-3869
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8213 青松学園 作業棟1 長生郡一宮町 一宮389 毎日 24時間 有 42-3869
8214 一宮学園 1Ｆ寮内① 長生郡一宮町 一宮389 毎日 24時間 有 0475-42-2069
8215 一宮学園 1Ｆ寮内② 長生郡一宮町 一宮389 毎日 24時間 有 0475-42-2069
8216 放課後クラブ すっぱぁ 1Ｆキッチン 長生郡一宮町 船頭給234-10 毎日 ※年末年始は利用不可 11：00～17：00 有 0475-47-2571

8217 K・Iクリニック 受付 長生郡一宮町 一宮10884-1
月～水、金、土（祝日を除
く）

9：00～12：30・15：00～
17：30

有 0475-42-7575

8218 なのはな 事務室 長生郡一宮町 船頭給249-1 毎日 24時間 無 0475-40-1882
8219 睦沢町役場 1階ロビー 長生郡睦沢町 下之郷1650-1 毎日 24時間 有 0475-44-1111

8220 睦沢町総合運動公園 玄関 長生郡睦沢町 上之郷1565 毎日
8:30～21:00（日曜8:30～
17:00）

有 0475-44-1565

8221 睦沢中央公民館 ロビー 長生郡睦沢町 上之郷1654-1 毎日 8:30～17:00 無 0475-44-0211
8222 睦沢中学校 職員室前廊下 長生郡睦沢町 上市場1500 毎日 8:00～16:30 有 0475-44-0019
8223 土睦小学校 管理棟昇降口 長生郡睦沢町 小滝450-1 毎日 8:00～16:30 有 0475-44-0009
8224 瑞沢小学校 職員室前廊下 長生郡睦沢町 大上3220 毎日 8:00～16:30 有 0475-43-1004
8225 睦沢こども園 玄関 長生郡睦沢町 上之郷1736 月～金（祝日を除く） 7:30～19:00 有 0475-44-0050
8226 福祉交流センター 玄関 長生郡睦沢町 上市場921-1 毎日 8:30～17:15 有 0475-44-2514
8227 長生郡市広域市町村圏組合消防本部 佐貫分署 事務室 長生郡睦沢町 佐貫１０６１－６ 毎日 24時間 有 0475-43-0430
8228 （株）房総カントリークラブ大上ゴルフ場 フロント 長生郡睦沢町 妙楽寺1262 毎日 6:30～18:00 有 0475-43-0511
8229 （株）房総カントリークラブ房総ゴルフ場 フロント 長生郡睦沢町 妙楽寺2300 毎日 6:00～18:00 有 0475-43-0111
8230 ディスターゴルフクラブ マスター室１ 長生郡睦沢町 佐貫4900 毎日 6:15～17:30 有 0475-43-0211
8231 ディスターゴルフクラブ 中東コース売店１ 長生郡睦沢町 佐貫4900 毎日 6:15～17:30 有 0475-43-0211
8232 睦沢の里 （老人保健施設） 2階看護ステーション 長生郡睦沢町 大上1150 毎日 24時間 無 0475-43-1222
8233 道の駅 つどいの郷むつざわ 入口 長生郡睦沢町 上之郷２０４８－１ 毎日 9:00～18:00 有 0475-43-1130
8234 (株)ハイレックス関東睦沢工場 事務室 長生郡睦沢町 下之郷2910－1 毎日 7:00～19:00 無 0475-44-2311
8235 睦沢診療所 診察室 長生郡睦沢町 上市場１５０４ 毎日（日曜を除く） 8:00～18:30 有 0475-44-2236
8236 プラチナシニアハウス睦沢 事務室 長生郡睦沢町 川島1446-10 毎日 24時間 無 0475-40-3201
8237 あんしん睦沢 事務室（廊下） 長生郡睦沢町 川島757－3 毎日 24時間 無 0475-40-3215
8238 せせらぎ 玄関受付脇 長生郡睦沢町 北山田724-1 毎日 24時間 有 0475-40-3001
8239 長生村保健センター（役場敷地内） 事務室 長生郡長生村 本郷1-77 8:30～17:15 有 0475-32-6800
8240 長生中学校 職員室 長生郡長生村 岩沼1634 8:00～16:30 有 0475-32-2101
8241 八積小学校 職員室 長生郡長生村 金田2660 8:00～16:30 有 0475-32-1101
8242 高根小学校 職員室 長生郡長生村 本郷1297 8:00～19:00 有 0475-32-1103
8243 高根学童保育所（第二）※高根小学校内 教室 長生郡長生村 本郷1297 15:00～18:15 有 0475-32-1131
8244 一松小学校 職員室 長生郡長生村 一松丁573 8:00～16:30 有 0475-32-1102
8245 長生村文化会館 事務室 長生郡長生村 岩沼2119 8:30～17:15 有 0475-32-5100
8246 尼ヶ台総合公園 事務室 長生郡長生村 本郷5366-1 8:30～17:15 有 0475-32-0997
8247 長生村体育館 事務室 長生郡長生村 岩沼1701 8:30～17:00 有 0475-32-1144
8248 長生村ふれあい館 事務室 長生郡長生村 一松丙3704 14:30～19:00 有 0475-32-7751
8249 長生村役場 １階ロビー 長生郡長生村 本郷1-77 8:30～17:15 有 0475-32-2111
8250 長生郡市広域市町村圏組合消防本部 入山津分署 事務室 長生郡長生村 入山津14-740 出場時以外可 有 0475-32-3369
8251 高根保育所 職員室 長生郡長生村 本郷6937 7:30～19:00 有 0475-32-2109
8252 八積保育所 玄関 長生郡長生村 金田2727 7:30～19:00 有 0475-32-1107
8253 一松保育所 職員室 長生郡長生村 一松丁530-1 7:30～19:00 有 0475-32-1106
8254 八積学童保育所 職員室 長生郡長生村 金田2660 14:00～19:00 有 0475-32-7760
8255 高根学童保育所（第一） 職員室 長生郡長生村 本郷1297 14:30～19:00 有 0475-32-7110
8256 一松北部コミュニティセンター 集会室 長生郡長生村 驚507 9:00～16:30 有 0475-44-5508
8257 社会福祉法人愛の友協会 医務室 長生郡長生村 金田2133 24時間 有 0475-32-2587
8258 社会福祉法人愛の友協会 長生き邑 玄関 長生郡長生村 金田2133 24時間 有 0475-32-2587
8259 ダイナミックゴルフ茂原 ロビー 長生郡長生村 岩沼2013 7:00～22:30 無 0475-32-0181
8260 太陽の里 フロント 長生郡長生村 一松3445 24時間 有 0475-32-5550
8261 双葉電子工業株式会社長生工場 警備室 長生郡長生村 藪塚1080 24時間 有 0475-32-6066



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
8262 双葉電子工業株式会社長生寮 入口 長生郡長生村 水口937-1 24時間 有 0475-32-1527
8263 社会福祉法人特生会まきの木苑 玄関 長生郡長生村 七井土1789-1 8:00～19:00 有 0475-30-0707
8264 ベイシア長生店 カウンター 長生郡長生村 金田3237 9:00～20:00 有 0475-30-0188
8265 デイサポートセンター母里子ネット 事務室 長生郡長生村 本郷6926-1 10:00～16:00 有 0475-47-4239
8266 だるまさん ２階スタッフルーム前 長生郡長生村 宮成3496 24時間 有 0475-30-0123
8267 幸福の科学 正心館 事務所 長生郡長生村 一松丁3684-19 6:00～21:00 無 0475-32-7774
8268 （株）ダイナム 千葉長生店 カウンター周辺 長生郡長生村 本郷7351 店休日を除く 10:00～22:45 無 0475-30-0282
8269 アスカ長生法輪閣 事務所 長生郡長生村 金田531 8:00～19:00 有 0475-32-7711
8270 パーラーアップル長生店 ホール 長生郡長生村 七井土2000-3 10:00～22:50 有 0475-32-4400
8271 セレモニーホール やすらぎ 事務所 長生郡長生村 七井土1452 8:30～17:00 有 0475-32-2383
8272 白子中学校 職員室 長生郡白子町 中里860 月～金（祝日を除く） 8:00～17:00 無 0475-33-2152
8273 白潟小学校 職員室 長生郡白子町 八斗470 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0475-33-3164
8274 関小学校 職員室 長生郡白子町 関3889-1 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0475-33-3531
8275 南白亀小学校 職員室 長生郡白子町 牛込12 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 有 0475-33-2151
8276 白潟ふれあいセンター 相談室 長生郡白子町 中里4825 年末年始、祝日を除く 9:00～17:30 有 0475-33-1860
8277 関ふれあいセンター 相談室 長生郡白子町 関6724-1 年末年始、祝日を除く 9:00～17:30 無 0475-33-1401
8278 南白亀ふれあいセンター 相談室 長生郡白子町 牛込553-18 年末年始、祝日を除く 9:00～17:30 無 0475-33-1391
8279 白子町青少年センター ロビー 長生郡白子町 関5038-1 8:30～17:15 有 0475-33-2144
8280 白子町国民体育館 事務所 長生郡白子町 関92 8:30～17:15 有 0475-33-2654

8281 長生郡市広域市町村圏組合消防本部 北消防署 事務室 長生郡白子町 五井2359-1
全日（災害による不在時を除
く）

24時間 有 0475-33-1119

8282 青松庭 白砂 フロント 長生郡白子町 古所3312 6:00～22:00 有 0475-33-3523
8283 ホテル ニューオーツカ フロント 長生郡白子町 驚1014 24時間 有 0475-33-2363
8284 ＪＡ長生白子給油所 事務所 長生郡白子町 五井261 7:00～22:00 無 0475-33-2024
8285 ＪＡ長生白子支所 ロビー 長生郡白子町 関867 8:30～17:00 無 0475-33-2141
8286 日本プロライフガード協会 車 長生郡白子町 幸治3145-1 24時間 有 0475-33-1011
8287 白子ニューシーサイドホテル フロント 長生郡白子町 中里4482 24時間 有 0475-30-3555
8288 ホテル カアナパリ フロント 長生郡白子町 中里4519 24時間 有 0475-33-2045
8289 ホテル 白洋 フロント 長生郡白子町 幸治2866 24時間 有 0475-33-7511
8290 ホテル ニューカネイ フロント 長生郡白子町 中里4442 24時間 有 0475-33-2511
8291 特別養護老人ホーム はまひるがお ロビー 長生郡白子町 古所5421-1 全日 24時間 無 0475-30-2755
8292 パーラーアップル白子店 入口カウンター 長生郡白子町 北日当359-3 全日 8時～24時 有 0475-33-7373
8293 フラワーパレス白子 1階フロント 長生郡白子町 剃金2730-6 全日 24時間 有
8294 千葉市少年自然の家 管理棟１階  ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内受付 長生郡長柄町 針ケ字中野1591-40 毎日（12/29～1/3を除く） 24時間 有 0475-35-1131
8295 長柄町役場 東口玄関 長生郡長柄町 桜谷712 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-35-2111
8296 長柄町役場 庁舎2階 長生郡長柄町 桜谷712 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0475-35-2111
8297 長柄公民館 武道館 長生郡長柄町 桜谷690 火～日 8:30～17:15 有 0475-35-3242
8298 長柄武道館 玄関 長生郡長柄町 桜谷690 火～日 8:30～17:15 有 0475-35-3242
8299 長柄小学校 職員玄関 長生郡長柄町 山根1619 月～金（祝日を除く） ７:45～16:30 有 0475-35-3105
8300 日吉小学校 職員室前廊下 長生郡長柄町 長富101 月～金（祝日を除く） ７:45～16:30 有 0475-35-2507
8301 長柄中学校 職員玄関 長生郡長柄町 山根1500 月～金（祝日を除く） ７:45～16:30 無 0475-35-3104

8302 長柄町都市農村交流センター １階ロビー 長生郡長柄町 山之郷70-15
毎日（１月～６月及び９月～
１２月の木曜日を除く）

8:15～17:15 有 0475-35-0055

8303 長柄町福祉センター 事務室 長生郡長柄町 桜谷712 毎日（年末年始を除く）
平日8:30～18:00 土日9：
30～18：00

無 0475-30-7200

8304 長柄こども園 職員室 長生郡長柄町 鴇谷879-3 月～土 7:30～19:00 有 0475-35-3102
8305 長生郡市広域市町村圏組合消防本部 味庄分署 事務室 長生郡長柄町 味庄２１－１ 毎日（災害出場時を除く） 24時間 有 0475-35-2441
8306 道の駅ながら 休憩室 長生郡長柄町 六地蔵138-1 9:30～17:00 無 0475-35-4741

8307 トリニティ書斎 事務室 長生郡長柄町 上野486-5
7月下旬～8月31日の9時～17
時の間はラクレマンプールに
設置

24時間 有 0475-35-5942



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
8308 丸の内ゴルフ倶楽部 事務室 長生郡長柄町 力丸354 6:00～18:00 無 0475-35-3111
8309 丸の内ゴルフ倶楽部 マスター室 長生郡長柄町 力丸354 6:00～18:00 無 0475-35-3111
8310 南総総業（株） 事務所 長生郡長柄町 皿木203-1 毎日（1/1～1/3を除く） 24時間 有 0475-35-3126
8311 ミルフィーユゴルフクラブ キャディーマスター室 長生郡長柄町 長柄山1095-1 毎日（1/1を除く） 6:30～18:00 無 0475-35-1110
8312 日本メディカルトレーニングセンター １階フロント 長生郡長柄町 上野521-4 毎日 9:00～20:00 日曜は19:00 有 0475-35-3333
8313 日本メディカルトレーニングセンター 2階トレーニングジム 長生郡長柄町 上野521-4 毎日 9:00～20:00 日曜は19:00 有 0475-35-3333
8314 日本メディカルトレーニングセンター 3階室内プール 長生郡長柄町 上野521-4 毎日 9:00～20:00 日曜は19:00 有 0475-35-3333
8315 特別養護老人ホーム ほしの郷 事務室 長生郡長柄町 鴇谷９８２ 9:00～18:00 無 0475-35-0505
8316 保健センター 1階事務室 長生郡長南町 長南2110 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 0475-46-3392
8317 長南中学校 1階昇降口 長生郡長南町 長南2060 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 0475-46-1190
8318 長南小学校 1階玄関脇 長生郡長南町 長南770-1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 0475-46-2140
8319 豊栄小学校 1階昇降口 長生郡長南町 米満101 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 0475-46-2141
8320 東小学校 1階職員玄関前 長生郡長南町 地引1239 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 0475-47-0103
8321 西小学校 1階職員室前(廊下) 長生郡長南町 佐坪1351 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 0475-46-2142
8322 長南町役場 玄関入口 長生郡長南町 長南2110 24時間 有 0475-46-2118
8323 長南町保育所 職員室（事務室内） 長生郡長南町 長南759 月～金（祝日を除く） 8:30～17:00 有 0475-46-0934
8324 長南町海洋センター 事務室 長生郡長南町 長南2072 8:30～17:00 有 0475-46-2860
8325 長南聖苑 ロビー 長生郡長南町 報恩寺579 8:30～17:00 有 0475-46-3525
8326 笠森霊園管理事務所 事務所 長生郡長南町 笠森333 8:30～17:00 有 0475-46-2115
8327 長生郡市広域市町村圏組合消防本部 西消防署 事務室 長生郡長南町 千田495-2 毎日（災害出場時を除く） 24時間 有 0475-46-1196
8328 長南町子育て交流館 事務室 長生郡長南町 給田498-4 月～土（年末年始を除く） 9:00～16:30 0475-36-6227
8329 南茂原カントリークラブ マスター室 長生郡長南町 地引742 6:30～17:00 有 0475-47-1111
8330 南茂原カントリークラブ コース売店（IN） 長生郡長南町 地引742 有 0475-47-1111
8331 南茂原カントリークラブ コース売店（OUT） 長生郡長南町 地引742 有 0475-47-1111
8332 千代田興産（株）トーヨーカントリークラブ マスター室 長生郡長南町 市野々685 8:00～17:00 有 0475-47-1236
8333 アバイディングゴルフ マスター室 長生郡長南町 竹林10 6:30～19:00 有 0475-46-3333
8334 グレートアイランド倶楽部 コース売店（IN） 長生郡長南町 佐坪1782 8:00～17:00 有 0475-46-3000
8335 グレートアイランド倶楽部 コース売店（OUT） 長生郡長南町 佐坪1782 8:00～17:00 有 0475-46-3000
8336 グレートアイランド倶楽部 救護室 長生郡長南町 佐坪1782 8:00～17:00 有 0475-46-3000
8337 ザイクスヒル長南 玄関 長生郡長南町 芝原3050 8:30～17:30 0475-47-1313
8338 グループホーム 紅ばな 事務所 長生郡長南町 長南1979-1 24時間 0475-40-5777
8339 笠森寺 観音堂 長生郡長南町 笠森302 8:00～16:00 0475-46-0536
8340 笠森寺 本棒（駐車場近く） 長生郡長南町 笠森302 24時間 0475-46-0536
8341 ゴールデンクロスカントリークラブ 事務室（マスター室） 長生郡長南町 市野々575 8:00～17:00 有 0470-82-5211
8342 夷隅合同庁舎 １階玄関の左側 夷隅郡大多喜町 猿稲１４ 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 0470-82-2211
8343 大多喜高等学校 管理教室棟２階職員室 夷隅郡大多喜町 大多喜町大多喜481 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 0470-82-2621
8344 大多喜高等学校 管理教室棟１階保健室前 夷隅郡大多喜町 大多喜町大多喜481 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 0470-82-2621
8345 勝浦警察署大多喜幹部交番 交番内 夷隅郡大多喜町 猿稲１４７ 毎日利用可能 終日 有 0470-82-2024

8346 千葉県立中央博物館大多喜城分館 事務室 夷隅郡大多喜町 大多喜481
原則、火～日、休館日は利用
不可

9:00～16：30 有 0470-82-3007

8347 大多喜町立大多喜中学校 職員室 夷隅郡大多喜町 船子１９７ 月～金（祝日を除く） 7:00～20:00 無 0470-82-2914
8348 大多喜町立西中学校 １階玄関 夷隅郡大多喜町 中野５８９ 月～金（祝日を除く） 7:00～20:00 無 0470-83-0014
8349 農村コミュニティーセンター（西畑出張所） 事務所 夷隅郡大多喜町 三条440－1 月～金（祝日を除く） 8:30～17:15 無 0470-83-0244
8350 大多喜町役場（保健センター） 1階フロア 夷隅郡大多喜町 大多喜９３ 無 0470-82-2168
8351 旧上瀑小学校 １階保健室付近 夷隅郡大多喜町 下大多喜100 月～土（祝日を除く） 14:00～18:30 無 0470-82-2841
8352 大多喜小学校 １階渡り廊下付近 夷隅郡大多喜町 大多喜１２ 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 無 0470-82-2804
8353 西小学校 １階職員玄関付近 夷隅郡大多喜町 松尾２７７－１ 月～金（祝日を除く） 8:00～16:30 無 0470-83-0004
8354 基幹集落センター（老川出張所） １階児童待機所 夷隅郡大多喜町 大田代１２２９－１ 月～金（祝日を除く） 6:50～17:20 無 0470-85-0002
8355 大多喜町老人福祉センター １階職員玄関付近 夷隅郡大多喜町 新丁１６３ 月、火、水、木、金、日 8:30～17:15 無 0470-82-2101
8356 大多喜町特別養護老人ホーム 2階通路付近 夷隅郡大多喜町 新丁１７３－２ 24時間 無 0470-82-2901



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

8357 大多喜町観光本陣 1階事務室 夷隅郡大多喜町 大多喜２７０－１
8:30～17:00 年末年始以
外使用可能

無 0470-82-2196

8358 大多喜町役場 １階健康福祉課前 夷隅郡大多喜町 大多喜93 8:30～17:15 無 0470-82-2111
8359 大多喜町Ｂ＆Ｇ海洋センター 事務所 夷隅郡大多喜町 大多喜486-12 火～日 8:30～17:15 無 0470-82-2462
8360 レイクウッド大多喜カントリークラブ １階ホール 夷隅郡大多喜町 下大多喜2419 毎日（12/31、1/1を除く） 7:00～18:00 無 0470-82-3011
8361 グループホーム風鈴花 １階事務室 夷隅郡大多喜町 横山1032-1 24時間 無 0470-62-6310
8362 いすみ鉄道 大多喜駅 １階玄関付近 夷隅郡大多喜町 大多喜２６４ 7:00～21:00 無 0470-82-2161

8363 おおたきショッピングセンター オリブ １階サービスカウンター 夷隅郡大多喜町 船子８６１
毎日（休業日（不定休）、1/1
を除く）

10:00～20:00 無 0470-80-1200

8364 三育学院大学 本館玄関 夷隅郡大多喜町 久我原1500 月～金（祝日を除く） 6:00～22:00 無 0470-84-0111

8365 若菜歯科医院 院内 夷隅郡大多喜町 大多喜248 月～土（祝日を除く）
月、火、水、金、土8:30～
19:00 木8:30～13:00

無 0470-82-2918

8366 ウエルシア大多喜船子店 南西側店舗入口付近 夷隅郡大多喜町 船子865番地1 9:00～24:00 定休日なし 無 0470-80-0501

8367
財団法人千葉県教育振興財団文化財センター大多喜作
業所

- 夷隅郡大多喜町 森宮８－３ 0470-82-2425

8368 大多喜城ゴルフクラブ クラブハウス 夷隅郡大多喜町 上原1090 6:00～18:00 無 0470-82-3311
8369 花生カントリークラブ クラブハウス 夷隅郡大多喜町 平沢1121 6:00～18:00 無 0470-83-1111

8370 千葉夷隅ゴルフクラブ クラブハウス 夷隅郡大多喜町 板谷588 毎日（1/1を除く）
7:00～18:00 １月１日の
み休日

無 0470-83-0211

8371 千葉夷隅ゴルフクラブ 休憩所（東6) 夷隅郡大多喜町 板谷588 毎日（1/1を除く）
7:00～18:00 １月１日の
み休日

無 0470-83-0211

8372 千葉夷隅ゴルフクラブ 休憩所（南6） 夷隅郡大多喜町 板谷588 毎日（1/1を除く）
7:00～18:00 １月１日の
み休日

無 0470-83-0211

8373 千葉夷隅ゴルフクラブ 休憩所（西6） 夷隅郡大多喜町 板谷588 毎日（1/1を除く）
7:00～18:00 １月１日の
み休日

無 0470-83-0211

8374 大多喜町自動車学校 １階受付付近 夷隅郡大多喜町 紺屋81
火～日（毎月第４日曜日を除
く）

8:00～19:40 無 0470-82-2705

8375 マグレガーカントリークラブ 事務所他 夷隅郡大多喜町 西部田上原柳原入会地1-1 6:30～18:30 無 0470-82-3221
8376 南総エンジニアリング 事務所内 夷隅郡大多喜町 猿稲95番地 平日 ８：００～１７：００ 無 横山612番地１
8377 セントケア大多喜 施設廊下押入 夷隅郡大多喜町 横山612番地１ 平日（定休日1月1日・2日） ８：30～１７：30 無 0470-80-1010
8378 御宿町立御宿中学校 職員室 夷隅郡御宿町 新町６８ 月～金 7:55～16:25 無 0470-68-2101
8379 御宿町立御宿小学校 職員室 夷隅郡御宿町 久保2085 月～金 8:00～16:30 無 0470-68-2009
8380 御宿町Ｂ＆Ｇ海洋センター 事務室 夷隅郡御宿町 久保1135-1 火～日 8:30～17:15 無 0470-68-4143
8381 布施小学校 職員室 夷隅郡御宿町 上布施９０９ 月～金 8:00～16:30 無 0470-68-2437
8382 御宿町公民館 事務室 夷隅郡御宿町 久保2200 火～日 8:30～17:15 無 0470-68-2947
8383 御宿町役場 総務課 夷隅郡御宿町 須賀１５２２ 毎日 24時間 無 0470-68-2511
8384 御宿保育所 事務室 夷隅郡御宿町 久保２１８０－１ 月～金 7:30～17:15 有 0470-68-2459
8385 御宿児童館 事務室 夷隅郡御宿町 新町４１９－１ 月曜・祝日以外 9:00～17:00 有 0470-68-4542
8386 岩和田保育所 事務室 夷隅郡御宿町 岩和田９２６－１ 月～金 7:30～17:15 有 0470-68-2944
8387 御宿町商工会館 受付 夷隅郡御宿町 新町４１７-２２ 月～金 8:30～17:15 無 0470-68-2818
8388 ＴＤＫ（株）モントヴィステ楽多館 １階 受付 夷隅郡御宿町 御宿台134-7 月、水、木、金、土、日 24時間 無 0470-68-6411
8389 特別養護老人ホーム外房 ２階 なぎさ 夷隅郡御宿町 久保796 毎日 24時間 無 0470-68-5800
8390 キャメルゴルフリゾート クラブハウス（マスター室） 夷隅郡御宿町 上布施3360 毎日 24時間 無 0470-68-7111
8391 財団法人千代田健康開発事業団ラビドール フロント2 夷隅郡御宿町 御宿台132 毎日 8:00～20:00 無 0470-68-8111
8392 財団法人千代田健康開発事業団ラビドール プール1 夷隅郡御宿町 御宿台132 毎日 8:00～20:00 無 0470-68-8111
8393 財団法人千代田健康開発事業団ラビドール 食堂1 夷隅郡御宿町 御宿台132 毎日 8:00～20:00 無 0470-68-8111
8394 財団法人千代田健康開発事業団ラビドール Ｃ棟１階1 夷隅郡御宿町 御宿台132 毎日 8:00～20:00 無 0470-68-8111
8395 イリエ衣料 店舗内棚 夷隅郡御宿町 久保２２１９－１ 月、火、水、金、土、日 8:30～18:30 無 0470-68-2753
8396 シーズあきば 店舗内棚 夷隅郡御宿町 新町３１２ 月、火、水、金、土、日 8:30～18:30 無 0470-68-2157
8397 補正堂 六軒町店 店舗内棚 夷隅郡御宿町 六軒町276 月、火、水、金、土、日 8:30～18:30 無 0470-68-2208



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

8398 藤井荘 フロントカウンター 夷隅郡御宿町 新町776
毎日（休業日（不定休）を除
く）

24時間 無 0470-68-3521

8399 補正堂 国道店 店舗内棚 夷隅郡御宿町 久保2221-2 月～土（祝日を除く） 8:00～19:00 無 0470-68-2097
8400 ウチヤマ １階レジ付近 夷隅郡御宿町 新町481 毎日（1/1を除く） 9:00～19:00 無 0470-68-2108
8401 スーパーおおたや レジ付近 夷隅郡御宿町 新町589 毎日（1/1を除く） 9:30～21:00 無 0470-68-2032
8402 よねもとでんき 店舗内棚 夷隅郡御宿町 須賀４７６?１ 毎日（1/1～1/3を除く） 7:00～19:00 無 0470-68-3412
8403 岡村薬局 カウンター後方 夷隅郡御宿町 久保２０２８ 月、火、水、金、土、日 8:00～18:30 無 0470-68-2451

8404 理容モトヨシ 店舗内 夷隅郡御宿町 久保1889 - 1 水～日
8:00～19:00８::００から１
９:００

無 0470-68-2204

8405 サンダンスリゾート御宿 フロント脇事務室 夷隅郡御宿町 御宿町浜2163-97
毎日（休業日（不定休）を除
く）

24時間 無 0470-68-6640

8406 鋸南町役場 １階 安房郡鋸南町 下佐久間3458 毎日 24時間 有 0470-55-2111

8407 鋸南町中央公民館 １階 安房郡鋸南町 吉浜516－1
毎日（祝日、年末年始を除
く）

8:30～17:15 無 0470-55-4151

8408 鋸南小学校 １階（職員室前廊下） 安房郡鋸南町 下佐久間2497 月～金（祝日を除く） 7:30～16:30 無 0470-55-0009
8409 鋸南中学校 １階 安房郡鋸南町 大六165 月～金（祝日を除く） 7:30～19:00 無 0470-55-4111
8410 鋸南Ｂ＆Ｇ海洋センター １階（玄関） 安房郡鋸南町 竜島1111-6 火～日 9:00～21:00 有 0470-55-4411
8411 鋸南保険福祉総合センター １階 安房郡鋸南町 保田560 月～金（祝日を除く） 8:15～17:15 無 0470-50-1171
8412 鋸南老人福祉センター（笑楽の湯） １階（下駄箱） 安房郡鋸南町 上佐久間６６ 火～日 10:00～16:00 無 0470-55-8830
8413 葛飾区立保田しおさい学校 １階（正面玄関） 安房郡鋸南町 大六180－2 月～金（祝日を除く） 7:00～22:00 有 0470-55-1110
8414 足立区立鋸南自然の家 １階（フロント） 安房郡鋸南町 大帷子478 毎日 9:00～17:00 有 0470-55-4770

8415 東京都勝山学園 １階（玄関） 安房郡鋸南町 下佐久間１４６９ 毎日
月～金8:30～18:00 土、
日、祝日8:30～17:15

有 0470-55-0541

8416 国保鋸南病院 １階外科診察室 安房郡鋸南町 保田３５９ 毎日 24時間 無 0470-55-2125
8417 館山消防署鋸南分署 消防車 安房郡鋸南町 下佐久間953-1 毎日利用可能 24時間 無 0470-55-3250
8418 館山消防署鋸南分署 救急車 安房郡鋸南町 下佐久間953-1 毎日利用可能 24時間 有 0470-55-3250
8419 道の駅 保田小学校 １階フロント 安房郡鋸南町 保田724 毎日 9:00～18:00 無 0470-29-5530
8420 ヒルトン勝山 １階（カウンター） 安房郡鋸南町 下佐久間198－2 毎日 10:00～23:00 無 0470-55-4141
8421 株式会社 アーク １階（休憩室） 安房郡鋸南町 下佐久間855 月～金（祝日を除く） 8:00～18:00 有 0470-55-3285
8422 京葉銀行 保田支店 １階 安房郡鋸南町 保田２５６－２ 月～金（祝日を除く） 9:00～15:00 有 0470-55-0531
8423 食事処ばんや 本館１階レジ 安房郡鋸南町 吉浜99-5 毎日 8:30～17:00 有 0470-55-4844
8424 サンセットブリーズ保田 １階（フロント） 安房郡鋸南町 大六１０３２ 毎日 9:00～18:00 有 0470-55-3707
8425 十全舎メモリアルホール鋸南店 １階（フロント） 安房郡鋸南町 下佐久間908-5 毎日（年始を除く） 9:00～16:00 有 0470-50-0444
8426 君津信用組合鋸南支店 １階 安房郡鋸南町 勝山351-17 月～金（祝日を除く） 9:00～15:00 無 0470-55-3811

8427 森永歯科 １階 安房郡鋸南町 竜島８４９－１
月、火、水、金、土（祝日を
除く）

8:40～18:00 無 0470-55-0229

8428 鋸南苑 本館３階 安房郡鋸南町 保田８５４－１ 毎日 24時間 有 0470-55-2727
8429 鋸南苑 別館２階 安房郡鋸南町 保田８５４－１ 毎日 24時間 有 0470-55-2727
8430 勝山クリニック １階診察室 安房郡鋸南町 勝山３１９ 月～土（祝日を除く） 8:30～18:00 有 0470-55-2138

8431 武内クリニック １階診察室 安房郡鋸南町 勝山３６０ 月～土（祝日を除く）
月、火、水、金8:30～
17:00 木、土8:30～12:00

無 0470-55-2141

8432 川﨑歯科医院 １階診察室 安房郡鋸南町 保田６５
月、火、水、金、土（祝日を
除く）

8:30～16:00 無 0470-55-1054

8433 原歯科医院 １階診察室 安房郡鋸南町 勝山３５８
月、火、水、金、土（祝日を
除く）

8:30～16:00 無 0470-55-0017

8434 東亜警備保障株式会社鋸南支署 車両（１台） 安房郡鋸南町 下佐久間2455-1 毎日 24時間 無 0470-55-1633
8435 極楽寺 玄関 安房郡鋸南町 竜島７ 毎日 24時間 無 0470-55-0733
8436 学校法人青木学園 志津幼稚園 １階 事務所 佐倉市 井野1362 月曜日～金曜日 8:00～17:00 有 043-487-6717

8437 はやし眼科臼井クリニック 院内 佐倉市 王子台3-1-8うめやビル1階 月火木金土（午前）
9：00～12：00、15：00～
18：00

無 043-497-4388

8438 特別養護老人ホーム緑風園 特別養護老人ホーム緑風園 1階 松戸市 和名ヶ谷1484 一年中 24時間 無 047-392-2900



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
8439 医療法人社団松和会 小坂橋病院 １階 受付横 松戸市 和名ヶ谷1313－1 24時間365日（日～土） 0時～24時 無 047-392-4555
8440 社会福祉法人松の実会 いぶき療護苑 玄関 松戸市 五香5-10-4 平日 9:00～17：00 無 047-389-1010
8441 社会福祉法人松の実会 第２いぶきの広場 玄関 松戸市 東平賀651 平日 9:00～17：00 無 047-341-1167
8442 株式会社 永光自動車工業 1階事務室入口 千葉市若葉区 小倉町1301 年中無休 ９時～18時 有 043-231-8211
8443 株式会社 永光自動車工業 1階工場中央 千葉市若葉区 小倉町1301 年中無休 ９時～18時 有 043-231-8211
8444 ケアーズイズモ訪問看護リハビリテーション 事務所内 船橋市 習志野台2-32-1-103 月曜日～金曜日（祝日除く） 8：30～17：30 有 047-404-8390

8445 宮下整形外科クリニック 医院内 事務室 船橋市 東船橋1-33-10 月火木金土
8：00～18：30、8：00～
12：30（土曜）

無 047-424-9041

8446 医療法人社団芙蓉会 きゃらの樹ケアセンター 3階 勤務室 君津市 広岡375－３ 毎日 7:00～19：00 有 0439-50-7333
8447 医療法人社団芙蓉会 千葉芙蓉病院 １階外来 君津市 広岡297－１ 月曜～金曜 13：00～16：00 有 0439-50-7311

8448 茂久田診療所 第二診察室 市原市 青葉台2－2－35
月火水金土（休日等休診日は
不可）

9：00～12：00、14：00～
17：00(土曜は不可）

無 0436-60-8688

8449 藤原整形外科医院
院内手術室（使用の際はスタッフまでお
声かけください。）

市原市 牛久1189 全日 いつでも可 無 0436-92-0046

8450 （株）ダイナム 千葉旭店 カウンター周辺 旭市 川口字及内3397-2 店休日を除く 10：00～22：45 無 0479-60-3662
8451 （株）ダイナム 千葉海上店 カウンター周辺 旭市 後草1226 店休日を除く 10：00～22：45 無 0479-50-1552
8452 （株）ダイナム 千葉横芝店 カウンター周辺 山武郡横芝光町 横芝字折戸2173 店休日を除く 10:00～22:45 無 0479-80-0818
8453 （株）ダイナム 千葉茂原店 カウンター周辺 茂原市 小林字野中1627-2 店休日を除く 10：00～23：00 無 0475-20-5660
8454 らいおんハート児童デイ葛南 施設内（事務所入り口付近） 市川市 南行徳1-2-18 月曜～金曜（祝日含む） 8：30～18：30 有 047-711-3518
8455 ウェルシア薬局 市川国府台店 店内 市川市 国府台4-7-3 無休 9：00～24：00 無 047-374-7037

8456 国府台ロイヤル薬局 処方箋受付 左側壁 市川市 国府台2-8-23 月～金（土日祝除く）
月火水金（9:00～18:00）
木(9:00～19:00）

無 047-375-7770

8457 クオール薬局 妙典店 受付内 市川市
妙典4-10-28クリサンテー
ム妙典Ⅱ

月～土
月火木金(9:00～19:00)水
（9:00～17:00)土(9:00～
17:30）

有

8458 ヒロ薬局 市川店 待合室内 市川市
菅野4-17-14タカラビル１
階

月～土曜日（祝祭日・年末年
始を除く）

9：00～18：00（土曜日は
9：00～13：00）

無 047-320-0005

8459 ドラッグストアマツモトキヨシ 市川菅野店 レジ周辺 市川市 菅野5-1 全曜日 9:00-24:00 無 047-326-8400
8460 ドラッグストアマツモトキヨシ 北国分店 レジ周辺 市川市 堀之内 3-6-15 全曜日 9:00-22:00 無 047-372-6620
8461 ドラッグストアマツモトキヨシ 市川東菅野店 レジ周辺 市川市 東菅野1-18-8 全曜日 9:30-20:00 無 047-326-5363
8462 ドラッグストアマツモトキヨシ 市川大野店 レジ周辺 市川市 南大野3-24-3 全曜日 9:00-24:00 無 047-338-0315
8463 薬マツモトキヨシ 本八幡駅前店 調剤待合室 市川市 南八幡4-1-10 全曜日 9:30-23:00 無 047-378-8625
8464 薬マツモトキヨシ ニッケコルトンプラザ店 レジ周辺 市川市 鬼高1-1-1 全曜日 10:00-21:00 無 047-378-2770
8465 調剤薬局マツモトキヨシ ニッケコルトン店 調剤待合室 市川市 鬼高1-1-1 年末年始（12/31-1/3）以外 10:00-19:00 無 047-700-2500
8466 ドラッグストアマツモトキヨシ 富浜店 レジ周辺 市川市 富浜1-7-4 全曜日 9:30-24:00 無 047-390-1515
8467 ドラッグストアマツモトキヨシ 市川新田店 レジ周辺 市川市 新田2-3-1 全曜日 10:00-21:45 無 047-393-6670

8468 調剤薬局マツモトキヨシ 南八幡５丁目店 調剤待合室 市川市 南八幡5-10-4 日祝以外
9:00-20:00(土曜 9:00-
17:00)

無 047-300-8330

8469 ドラッグストアマツモトキヨシ 行徳店 レジ周辺 市川市 行徳駅前4-27-9 元旦以外 10:00-23:00 無 047-701-0340

8470 SFC薬局 平田店 待合室 棚下 市川市 平田4-3-6
水・土：午前中、月・火・
木・金

水・土：9:00～12：30、
月・火・木・金：9：00～
18：30

有 047-393-3739

8471 株式会社メディセオ 八日市場支店 ２階 事務室 匝瑳市 八日市場ハ637-1 月～金 ９：００～１８：００ 無 0479-72-1261

8472 株式会社的場製餡所 ４階 受付横 松戸市 上本郷１５８
月～土（年末年始12/31～1/3
は除く）

8：30～17：00 無 047-363-5255

8473 デイサービスセンター長生寮
施設正面掃き出し窓を入ってすぐ（デイ
ルーム）

茂原市 千沢８４２－１
月曜日～土曜日 但し月曜は
不在時間あり

８：００～１７：００ 有 0475-34-7755

8474 ふれ愛デイリハ丸美海神 １Fフロア 酸素ボックスの上 船橋市 海神5－3－21 月曜日～土曜日 ８：４５～１６：４５ 有 047-404-7050
8475 上本郷駅（新京成電鉄） 改札内 コンコース 松戸市 上本郷2648‐11 毎日 駅営業時間内 無
8476 松戸新田駅（新京成電鉄） 北口 改札内 松戸市 松戸新田264-2 毎日 駅営業時間内 無
8477 みのり台駅（新京成電鉄） 北口 改札内 松戸市 松戸新田575-19 毎日 駅営業時間内 無



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
8478 常磐平駅（新京成電鉄） 改札内 コンコース 松戸市 常盤平1-29 毎日 駅営業時間内 有 047-387-3900
8479 元山駅（新京成電鉄） 改札内 コンコース 松戸市 五香南1-5-1 毎日 駅営業時間内 有 047-387-3684
8480 北初富駅（新京成電鉄） 改札内 コンコース 鎌ケ谷市 北初富4-6 毎日 駅営業時間内 無
8481 初富駅（新京成電鉄） 改札内 コンコース 鎌ケ谷市 中央1-2-19 毎日 駅営業時間内 無
8482 二和向台駅（新京成電鉄） 改札内 コンコース 船橋市 二和東5-38-1 毎日 駅営業時間内 有 047-448-1020
8483 三咲駅（新京成電鉄） 改札内 コンコース 船橋市 三咲2-2-1 毎日 駅営業時間内 無
8484 滝不動駅（新京成電鉄） 改札内 コンコース 船橋市 南三咲3-23-1 毎日 駅営業時間内 無
8485 高根公団駅（新京成電鉄） 改札内 コンコース 船橋市 高根台1-6-1 毎日 駅営業時間内 有 047-466-4224
8486 高根木戸駅（新京成電鉄） 改札内 コンコース 船橋市 習志野台1-1-3 毎日 駅営業時間内 無
8487 北習志野駅（新京成電鉄） 改札内 コンコース 船橋市 習志野台3-1-1 毎日 駅営業時間内 有 047-465-3020
8488 習志野駅（新京成電鉄） 改札内 船橋市 習志野台4-1-9 毎日 駅営業時間内 無
8489 新津田沼駅（新京成電鉄） 改札内 コンコース 習志野市 津田沼1-10-35 毎日 駅営業時間内 有 047-475-1171
8490 前原駅（新京成電鉄） 西口改札内 船橋市 前原西7-17-21 毎日 駅営業時間内 無
8491 新京成電鉄 薬園台駅 改札内 コンコース 船橋市 薬円台6-1-1 毎日 駅営業時間内 無 047-466-4328
8492 ソレイユＭ １階エントランス入口 船橋市 本町７－１０－６ 全日 ２４時間可能 有 047-460-5222
8493 カルドブレッサ １階エントランス入口 船橋市 本町７－１１－３ 全日 ２４時間可能 有 047-421-3553
8494 ブリーズ １階エントランス入口 船橋市 本町７－１０－２４ 全日 ２４時間可能 有 070-1433-8081
8495 エスペランサＫ １階エントランス入口 船橋市 本町６－１－７ 全日 ２４時間可能 有 080-3538-0982

8496 2leoni(ドゥエレオーニ） 店舗内 船橋市
本町５－７－７ ミェーレ
船橋１階

月～土（日曜定休） １４：３０～２３：００ 有 047-481-8571

8497 北森ペット病院 病院内 茂原市 小林２３６８ 月・火・水・金・土 9:00-12:00、16:00-19:00 有 0475-26-2099

8498 株式会社メイワパックス 野田工場 食堂内 野田市 七光台１３５
月～金（祝日、年末年始、
GW、夏季は除く）

8:00～18:00 有 050-3821-6879

8499 千葉市子育て支援館 きぼーる６階 正面受付前 千葉市中央区 中央４－５－１

子育て支援館の開館日<crlf>
※火曜定休（火曜が祝日の場
合は翌日が休日）<crlf>※年
末年始は休日。

９：００～１７：００（開
館時間）

有 043-201-6000

8500 中央区役所 ５階 エレベーターホール前 千葉市中央区 中央３－１０－８
月～金（開庁日）<crlf>※
祝・年末年始除く

８：３０～１７：３０（開
庁時間）

有 043-221-2167

8501 花見川区役所 １階 中央階段前 千葉市花見川区 瑞穂１－１
月～金（開庁日）<crlf>※
祝・年末年始除く

８：３０～１７：３０（開
庁時間）

有 043-275-6157

8502 稲毛区役所 １階 正面玄関横 千葉市稲毛区 穴川４－１２－１
月～金（開庁日）<crlf>※
祝・年末年始除く

８：３０～１７：３０（開
庁時間）

有 043-284-6102

8503 若葉区役所 １階 ロビー 千葉市若葉区 桜木北２－１－１
月～金（開庁日）<crlf>※
祝・年末年始除く

８：３０～１７：３０（開
庁時間）

有 043-233-8123

8504 緑区役所 ２階 エントランスホール内 千葉市緑区 おゆみ野３－１５－３
月～金（開庁日）<crlf>※
祝・年末年始除く

８：３０～１７：３０（開
庁時間）

有 043-292-8106

8505 美浜区役所 １階 保健福祉センター側 玄関横 千葉市美浜区 真砂５－１５－１
月～金（開庁日）<crlf>※
祝・年末年始除く

８：３０～１７：３０（開
庁時間）

有 043-270-3123

8506 四街道総合公園体育館 体育館１階ロビー 四街道市 和田１６１
火曜日から日曜日ただし月曜
日が祝日の場合は翌火曜日は
使用不可。

９時から２１時ただし休館
日前日は１７時まで

有 043-433-1111

8507 四街道総合公園多目的運動場 管理棟 四街道市 和田１６１
火曜日から日曜日ただし月曜
日が祝日の場合は翌火曜日は
使用不可。

９時から２１時ただし休館
日前日は１７時まで

有 043-433-1111

8508 四街道総合公園野球場 管理棟 四街道市 和田１６１
火曜日から日曜日ただし月曜
日が祝日の場合は翌火曜日は
使用不可。

９時から２１時ただし休館
日前日は１７時まで

有 043-433-1111

8509 四街道温水プール １階ロビー 四街道市 山梨２０２７
火曜日から日曜日ただし月曜
日が祝日の場合は翌火曜日は
使用不可。

９時から２１時ただし休館
日前日は１７時まで

有 043-432-6410



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
8510 四街道市立武道館 武道館内 四街道市 鹿渡無番地 利用団体が活動している日 ９時から２１時 有

8511 高木測量株式会社 ２階ロビー内 成田市 並木町８５番地
月～金<crlf>（祝日、年末年
始（１２/２９～１/３）は除
く）

月～金 ８：００～１７：
３０

無 0476-22-1056

8512 みずほふれあいセンター 事務所 香取市 谷中９３６－１ 火～日<crlf>

８：３０～１７：１５ 夜
間１８：００～２１：００
<crlf>※夜間は、利用時の
み

有 0478-54-6963

8513 佐原清掃事務所 休憩室 香取市 大崎１９００ 月～金 ８：００～１６：４５ 有 0478-58-1400
8514 小見川社会福祉センター（さくら館） 玄関ホール 香取市 本郷６２ 月～日 ８：３０～１７：１５ 有 0478-82-3242
8515 地域活動支援センター第２あけぼの園 事務室 香取市 岩ケ崎台１２－１２ 月～金 ９：００～１６：００ 有 0478-54-4320
8516 地域活動支援センターおみがわ 作業室 香取市 南原地新田４５９ 月～金 ９：００～１６：００ 有 0478-83-8005
8517 シニア健康プラザ 事務室内 香取市 佐原ロ２０２８－９２ 火～土 ９：００～１７：００ 有 0478-54-7110
8518 瑞穂児童クラブ 教室内 香取市 堀之内１７７０－９６ 月～金 開園時間内 有 0478-52-1550
8519 東大戸児童クラブ 教室内 香取市 大戸８７７ 月～金 開園時間内 有 0478-55-0222
8520 小見川中央児童クラブ 教室内 香取市 小見川９４ 月～金 開園時間内 有 0478-82-2060
8521 小見川北児童クラブ 教室内 香取市 富田８００ 月～金 開園時間内 有 0478-82-2061
8522 小見川中央第２児童クラブ 教室内 香取市 小見川９４ 月～金 開園時間内 有 0478-82-2300
8523 栗源児童クラブ 教室内 香取市 岩部７００ 月～金 開園時間内 有 0478-75-1500

8524 おみがわこども園 保健室 香取市 小見川１５８５－２ 月～土
月～金 ７：００～１８：
３０<crlf>土 ８：００～
１７：００

有 0478-82-3555

8525 佐原浄化センター 操作室 香取市 佐原イ３７４６－１ 毎日
月～金 ６：００～１９：
００<crlf>土日及び祝日
６：００～１７：００

有 0478-54-3521

8526 玉造浄水場 事務室 香取市 玉造７３４－１ 月～金 ８：３０～１７：１５ 有 0478-55-8383
8527 北佐原小学校 玄関 香取市 佐原ニ１６７６ 月～金 ８：００～１６：３０ 有 0478-56-0403
8528 佐原小学校体育館 体育館 香取市 牧野２０５１ 月～金 ８：００～１６：３０ 有 0478-52-2044
8529 学校給食センター 職員玄関付近 香取市 小見川５２１５ 月～金 ８：３０～１７：１５ 有 0478-82-2628
8530 佐原文化会館 事務室 香取市 佐原イ２１１ 火～日 ９：００～１７：１５ 有 0478-55-1161

8531 東金アリーナ 陸上競技場スタンド１階 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

9:00～20:00 有 0475-50-1715

8532 東金市立東金図書館 ２階事務室 東金市 東岩崎１－１

火～日（月曜日が祝日の場合
はその翌日、毎月第３木曜
日、年末年始（12月29日～1
月3日）は除く）

火 9:00～19:00<crlf>水
～日 9:00～17:00<crlf>
（6月～8月の期間 火～日
9:00～19:00）

無 0475-50-1190

8533 東金市中央公民館 事務室 東金市 東岩崎１－２０
毎日（12月29日～翌1月3日ま
での年末年始休館日を除く）

9:00～21:00 有 0475-50-1191

8534 東金市公平公民館 玄関 東金市 家之子８８５－３
毎日（12月29日～翌1月3日ま
での年末年始休館日を除く）

9:00～21:00 有 0475-52-1440

8535 東金市丘山公民館 玄関 東金市 小野１０１－４
毎日（12月29日～翌1月3日ま
での年末年始休館日を除く）

9:00～21:00 有 0475-54-1770

8536 東金市大和公民館 玄関 東金市 田中７８４－１
毎日（12月29日～翌1月3日ま
での年末年始休館日を除く）

9:00～21:00 有 0475-54-1330

8537 東金市正気公民館 玄関 東金市 広瀬４８２－６
毎日（12月29日～翌1月3日ま
での年末年始休館日を除く）

9:00～21:00 有 0475-58-5046

8538 東金市豊成公民館 玄関 東金市 関内５６４－３
毎日（12月29日～翌1月3日ま
での年末年始休館日を除く）

9:00～21:00 有 0475-58-3905



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

8539 東金市福岡公民館 玄関 東金市 砂古瀬４２６－１
毎日（12月29日～翌1月3日ま
での年末年始休館日を除く）

9:00～21:00 有 0475-52-5360

8540 東金市源公民館 玄関 東金市 上布田２２－１
毎日（12月29日～翌1月3日ま
での年末年始休館日を除く）

9:00～21:00 有 0475-55-9100

8541 館山市立北条幼稚園 職員室内 保健コーナー 館山市 北条402-2

月から金(土日祝日、4/1～
4/4、7/21～8/31、12/24～
1/6、3/25～3/31、県民の日
を除く)

08:00～16:45 有 0470-22-0700

8542 館山市立館山幼稚園 職員室 館山市 沼47

月から金(土日祝日、4/1～
4/4、7/21～8/31、12/24～
1/6、3/25～3/31、県民の日
を除く)

08:00～16:45 有 0470-22-0632

8543 館山市立那古幼稚園 職員室 館山市 那古272

月から金(土日祝日、4/1～
4/4、7/21～8/31、12/24～
1/6、3/25～3/31、県民の日
を除く)

08:00～16:45 有 0470-27-4502

8544 館山公共職業安定所 庁舎１階受付横 館山市 八幡815-2 月から金の平日 8:30～17:15 有 0470-22-2236

8545 安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部 館山消防署 １階受付横 館山市 北条686番地1 毎日利用可能 終日利用可能 有 0470-22-2903

8546 那古船形地区学習等供用施設(若潮ホール) １階事務室内 館山市 船形297-71
毎日(毎月第３日曜日、祝日、
年末年始を除く)

月～土 08:30～21:00<crlf>
日   08:30～17:15

有 0470-27-5504

8547 パシフィック我孫子グリーンタウン 15号棟1階 管理事務所 我孫子市 白山3-8-15 毎日 終日 無 04-7184-2173
8548 グランドめいと我孫子弐号館 １階玄関入口 我孫子市 本町3丁目 毎日 終日 有 04-7181-3322
8549 グランドめいと我孫子 １階玄関入口 我孫子市 我孫子1-11-7 毎日 終日 有 04-7183-8110
8550 京葉銀行我孫子支店 店舗内ロビー 我孫子市 我孫子1-9-16 平日 09:00～15:00 無 04-7186-5511
8551 めいと我孫子 １階玄関 我孫子市 白山1-6-39 毎日 終日 有 04-7181-8981
8552 （株）K2FINE 店内入口 我孫子市 つくし野7-1-30 平日 11:00～19:00 無 04-7100-1052
8553 特別養護老人ホーム アコモード １階玄関入口 我孫子市 布佐1559-2 毎日 09:00～17:00 有 04-7189-5201
8554 ベストライフ我孫子Ⅱ 健康管理室内 我孫子市 我孫子4-2-14 毎日 09:00～18:00 無 04-7181-3106
8555 特別養護老人ホーム アコモード ２階 スタッフルーム 我孫子市 布佐1159-2 毎日 09:00～17:00 有 04-7189-5201
8556 ベストライフ我孫子 健康管理室内 我孫子市 つくし野2-27-22 毎日 09:00～18:00 04-7181-3046
8557 めいとケアステーションこほく 玄関前事務所 我孫子市 中峠2964-1 毎日 09:00～17:30 無 04-7197-2890
8558 サニーライフ北柏 事務所内 我孫子市 台田2-21-48 毎日 09:00～17:00 有 04-7181-3600
8559 日本電気株式会社 我孫子事業場 警備センター 副門事業所 我孫子市 日の出1131 毎日 終日 無 04-7185-7023
8560 中央学院大学 守衛棟 我孫子市 久寺家451 毎日 09:00～17:00 有 04-7183-6504
8561 医療法人財団明理会 我孫子ロイヤルケアセンター 診療室内 我孫子市 中峠2614 平日 8:30～17:30 無 04-7181-5611
8562 スカイ総合ペット専門学校 休憩室(自動販売機一体型) 我孫子市 台田4-1-41 平日 09:00～17:30 有 04-7197-7333

8563 医療法人社団 天竜人会 なかむら歯科 診療室内 我孫子市 我孫子4-2-12 木、日、祝日を除く毎日
平日09:00～19:00<crlf> 土
09:00～17:00

無 04-7185-1235

8564 我孫子二階堂高等学校 第二体育館 教官室 我孫子市 久寺家479-1 月～土
平日09:00～17:00<crlf> 土
09:00～12:00

有 04-7182-0101

8565 我孫子二階堂高等学校 保健室内 我孫子市 久寺家479-1 月～土
平日09:00～17:00<crlf> 土
09:00～12:00

有 04-7182-0101

8566 京葉銀行 新木支店 店内ロビー 我孫子市 新木2031-1 平日 09:00～15:00 無 04-7188-6411
8567 フクダ電子南関東販売(株)東葛営業所 ３階フロア 我孫子市 柴崎台1-7-3 平日 09:00～17:00 有 04-7165-6511
8568 ボランティア市民活動相談窓口 てとりあ 事務所内 我孫子市 寿2-27-41 平日 08:30～17:00 無 04-7185-5233
8569 西部福祉センター 玄関ホール内 我孫子市 根戸917-1 平日 09:30～16:30 無 04-7185-5818
8570 湖北地区社会福祉協議会 事務所内 我孫子市 中里335-1 平日 09:30～16:30 無 04-7187-2551
8571 ブイゾーン 湖北店 ホール内 東トイレ前 我孫子市 湖北台1-16-7 毎日(休業日を除く) 10:00～23:00 無 04-7188-3234
8572 中央学院高等学校 管理棟１階 男性用トイレ脇 我孫子市 都部765 平日 08:00～18:30 有 04-7188-1101



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

8573 児童デイサービス アニマートぱすてる 玄関 我孫子市
新木1782-1ニッケンハイツ
1A

毎日
  平日  10:00～19:00<crlf>
土・祝日09:00～18:00

有 04-7199-9090

8574 特別養護老人ホーム久遠苑 ２階 医務室 我孫子市 日秀208 毎日 08:30～17:30 有 04-7187-3141

8575 児童デイサービス アニマートぱすてる １階 医務室 我孫子市 岡発戸1498 毎日
 平日 終日<crlf>土・祝
日08:30～17:30

有 04-7165-6511

8576 我孫子市社会福祉協議会 正面入口付近 我孫子市 我孫子1861 平日 08:30～17:00 無 04-7184-1539

8577 ヤスイ薬局本店 調剤待合室 市川市 行徳駅前１－１３－６ 毎日

月～金：午前９時～午後８
時<crlf>土：午前９時～午
後７時３０分<crlf>日：午
前９時～午後５時３０分

047-397-7877

8578 株式会社京葉銀行天王台支店 １階ロビー 我孫子市 柴崎台1-10-12 平日 9:00～15:00 有 04-7185-2101

8579 町民牛尾体育館 体育館入口 香取郡多古町 牛尾２０５３－２
利用者がいる時や避難所とし
て開設された時のみ使用可能

９：００～２２：００（避
難所として開設されている
時は随時）

有

8580 千葉マツダ 我孫子店 店内 我孫子市 つくし野１－２５－１０ 火曜日除く ９時３０分から１８時まで 無 04-7182-6191

8581 セントラルコート我孫子 １階エレベーター横 我孫子市 我孫子３－１８－７ 平日 ９時から１７時まで 有 04-7183-4300

8582 我孫子平和台駅前マンションウイング B棟 １階 エレベータ横 我孫子市 布佐平和台１－４ 平日 ８時３０分から１７時まで 無 04-7189-0045

8583 我孫子平和台駅前マンションウイング A棟 １階 エレベータ横 我孫子市 布佐平和台１－５ 平日 ８時３０分から１７時まで 無 04-7189-0045

8584 我孫子平和台駅前マンションウイング C棟 １階 エレベータ横 我孫子市 布佐平和台１－３ 平日 ８時３０分から１７時 無 04-7189-0045

8585 我孫子平和台駅前マンションウイング D棟 １階 エントランス 掲示板横 我孫子市 布佐平和台１－１ 平日 ８時３０分から１７時まで 無 04-7189-0045

8586 シティア A棟 A棟 入口横 我孫子市 我孫子２－４ 全日 ２４時間 有 04-7182-2108
8587 シティア B棟 B棟 フロント横 我孫子市 我孫子２－５ 全日 ２４時間 無 04-7182-2108

8588 わだ幼稚園 事務室内 我孫子市 布佐１２７５ 平日 ９時から１６時３０分まで 有 04-7189-1608

8589 株式会社 京葉銀行 湖北台支店 １階 ロビー 我孫子市 湖北台３－１－３ 平日 ９時から１５時まで 有 04-7188-2221
8590 あびこショッピングプラザ １階 防災センター内 我孫子市 我孫子４－１１－１ 全日 ９時から２１時 有 04-7185-2000
8591 東武ストア 我孫子店 １階レジ前 我孫子市 我孫子１－１０－２ 全日 ２４時間可能 無 04-7165-2660
8592 布佐平和台自治会館 事務所 カウンター前 我孫子市 布佐平和台６－５－１７ 平日 ９時から１５時まで 無 04-7189-1933
8593 グランドめいと我孫子布佐 ２階エレベーター前 我孫子市 布佐２１９５ 全日 ９時から１７時まで 有 04-7189-1911
8594 めいとケアステーションふさ １階事務所 我孫子市 布佐２１９８ 全日 ９時から１７時まで 無 04-7181-6117

8595 アンジェリカ保育園 １階玄関下駄箱上 我孫子市 我孫子２－８－１ 平日
８時３０分から１７時３０
分まで

有 04-7181-8500

8596 セントラルウエルネスクラブ我孫子 ４階 レセプション 我孫子市 我孫子１－１０－２ 平日
９時３０分から２３時３０
分

有 04-7179-2550

8597 幕張メッセ 総合管理センター 千葉市美浜区 中瀬２－１
原則毎日利用可能（施設閉鎖
時を除く）

1～8ホールは原則8:00～
20:00。9～11ホール・国際
会議場・幕張イベントホー
ルは施設利用状況により異
なる。幕張メッセ駐車場は
8:00～23:00。

有 043-296-0001

8598 幕張メッセ サブ管理センター 千葉市美浜区 中瀬２－１
原則毎日利用可能（施設閉鎖
時を除く）

1～8ホールは原則8:00～
20:00。9～11ホール・国際
会議場・幕張イベントホー
ルは施設利用状況により異
なる。幕張メッセ駐車場は
8:00～23:00。

有 043-296-0001



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

8599 幕張メッセ エスプラナード北（１１ホール前） 千葉市美浜区 中瀬２－１
原則毎日利用可能（施設閉鎖
時を除く）

1～8ホールは原則8:00～
20:00。9～11ホール・国際
会議場・幕張イベントホー
ルは施設利用状況により異
なる。幕張メッセ駐車場は
8:00～23:00。

有 043-296-0001

8600 幕張メッセ 国際会議場２F 千葉市美浜区 中瀬２－１
原則毎日利用可能（施設閉鎖
時を除く）

1～8ホールは原則8:00～
20:00。9～11ホール・国際
会議場・幕張イベントホー
ルは施設利用状況により異
なる。幕張メッセ駐車場は
8:00～23:00。

有 043-296-0001

8601 幕張メッセ 中央エントランス内 千葉市美浜区 中瀬２－１
原則毎日利用可能（施設閉鎖
時を除く）

1～8ホールは原則8:00～
20:00。9～11ホール・国際
会議場・幕張イベントホー
ルは施設利用状況により異
なる。幕張メッセ駐車場は
8:00～23:00。

有 043-296-0001

8602 幕張メッセ 中央モール（2ホール前） 千葉市美浜区 中瀬２－１
原則毎日利用可能（施設閉鎖
時を除く）

1～8ホールは原則8:00～
20:00。9～11ホール・国際
会議場・幕張イベントホー
ルは施設利用状況により異
なる。幕張メッセ駐車場は
8:00～23:00。

有 043-296-0001

8603 幕張メッセ 中央モール（4ホール前） 千葉市美浜区 中瀬２－１
原則毎日利用可能（施設閉鎖
時を除く）

1～8ホールは原則8:00～
20:00。9～11ホール・国際
会議場・幕張イベントホー
ルは施設利用状況により異
なる。幕張メッセ駐車場は
8:00～23:00。

有 043-296-0001

8604 幕張メッセ 中央モール（7ホール前） 千葉市美浜区 中瀬２－１
原則毎日利用可能（施設閉鎖
時を除く）

1～8ホールは原則8:00～
20:00。9～11ホール・国際
会議場・幕張イベントホー
ルは施設利用状況により異
なる。幕張メッセ駐車場は
8:00～23:00。

有 043-296-0001

8605 幕張メッセ イベントホール 千葉市美浜区 中瀬２－１
原則毎日利用可能（施設閉鎖
時を除く）

1～8ホールは原則8:00～
20:00。9～11ホール・国際
会議場・幕張イベントホー
ルは施設利用状況により異
なる。幕張メッセ駐車場は
8:00～23:00。

有 043-296-0001

8606 幕張メッセ エスプラナード中央（10ホール前） 千葉市美浜区 中瀬２－１
原則毎日利用可能（施設閉鎖
時を除く）

1～8ホールは原則8:00～
20:00。9～11ホール・国際
会議場・幕張イベントホー
ルは施設利用状況により異
なる。幕張メッセ駐車場は
8:00～23:00。

有 043-296-0001

8607 町民第二体育館 体育館入口 香取郡多古町 喜多井野１４４－１
利用者がいる時や避難所とし
て開設された時のみ使用可能

9：00～22：00（避難所と
して開設されている時は、
随時）

有



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

8608 幕張メッセ 駐車場 管理棟B棟 千葉市美浜区 中瀬2-1
原則毎日利用可能（施設閉鎖
時を除く）

8:00～23:00 有 043-296-0001

8609 幕張メッセ 駐車場 管理棟A棟 千葉市美浜区 中瀬2-1
原則毎日利用可能（施設閉鎖
時を除く）

8:00～23:00 有 043-296-0602

8610 ウエルシア薬局市川東国分店 調剤室（待合室） 市川市 東国分２－１－１ 毎日 9:00～24:00 無 047-374-9965
8611 ウエルシア薬局南行徳駅前店 ２レジ脇 市川市 相之川4-9-10 毎日（1/1を除く） 9:00～23:00 無 047-300-2721
8612 株式会社 河野製作所 １階 玄関 市川市 曽谷４－１－２１ 月～金 8:30～17:00 有 047-372-3281
8613 株式会社メディセオ 成田支店 ２階事務室 成田市 不動ケ岡２０２６－１０ 日～金 9:00～18:00 無 0476-24-3561
8614 我孫子ビレジ 我孫子ビレジ２・３号棟エントランス内 我孫子市 つくし野3-3 平日 9:00～18:00 無 04-7184-8596
8615 めばえの森保育園 幼稚園事務室 我孫子市 白山2-7-5 平日 7:00～19:00 有 04-7151-2388
8616 リハビリ型デイサービスあびこ 事務室 我孫子市 白山2-2-18 平日 9:00～17:00 有 04-7197-1705

8617 館山病院 理学療法室 館山市 長須賀196
月～土（祝日・年末年始を除
く）

平日 9:00～19:00<crlf>土
9:00～17:00

無 0470-22-1122

8618 多古町魅力発信交流館 事務室 香取郡多古町 多古2444-1
月・水～日曜日(12/28～1/3は
利用不可)

9:00～18:00 有 0479-74-3130

8619 浦安サンホテル １階フロント内カウンター 浦安市 当代島1-19-13 365日 24時間 有 047-382-8811

8620 あらき野歯科クリニック 処置室 我孫子市 新木野２丁目１番５７号 平日・土曜
９時００分から１９時００
分まで

有 04-7187-4182

8621 ウエルシア我孫子新木駅前店 店内レジスター付近 我孫子市 南新木２丁目２番地の１ 毎日
９時００分から２４時００
分まで

無 04-7187-2560

8622 医療法人社団千葉医心会グループホームじょんから 事務室 我孫子市 布佐３０７８番地の９ 毎日
７時００分から２０時００
分まで

無 04-7181-6266

8623 我孫子清陵苑 受付 我孫子市 布佐８０８番地の２ 年末年始を除く毎日
年末年始（12/30～1/4）を
除く毎日<crlf>９時００分
から１９時００分まで

無 04-7189-4194

8624 株式会社千葉銀行我孫子支店 店内 我孫子市
我孫子本町２丁目２番１６
号

平日
９時００分から１７時００
分まで

無 04-7182-3111

8625 petit madoca 手賀沼公園店 店内 我孫子市 緑１丁目１１番４号 毎日
９時００分から２３時００
分まで

無 04-7179-1131

8626 ウエルシア我孫子若松店 レジスター脇 我孫子市 若松１０２番地 平日
９時００分から２４時００
分まで

無 04-7181-8818

8627 介護老人保健施設 葵の園・我孫子 ２階ホール西側 我孫子市 柴崎１３７番地の１ 全日
８時３０分から１８時００
分まで

有 04-7182-1165

8628 社会福祉法人みとも会 天王台ななほ保育園 事務室 我孫子市 柴崎１３３番地の２ 月～土曜日
月～金曜日 7時00分～19
時00分<crlf>土曜日 7時
00分～17時00分

有 04-7186-7740

8629 株式会社ニッチュー我孫子工場 組立第一工場北側壁面 我孫子市 青山１７番地 平日
８時００分から１６時５５
分まで

無 04-7185-1321

8630 恵愛こども園 千葉県我孫子市湖北台８－１７－９ 我孫子市 湖北台８－１７－９ 月曜日～土曜日
月～金曜日：7:00～
19:00，土曜日：7:00～
17:00

有 04-7188-7771

8631 千葉スバル自動車（株）我孫子店 ショールーム内 我孫子市 寿2丁目25号47番 営業日（定休日 火・水）
９時３０分から１９時００
分まで

無 04-7185-5050

8632 ルアーナデンタルクリニック 院内 我孫子市 柴崎台２丁目６番２６番 平日
９時３０分から１９時３０
分まで

有 04-7190-5821

8633 ウエルシア我孫子下ヶ戸店 レジサッカー台 我孫子市 下ケ戸４７８番地の１ 全日
９時００分から２４時００
分まで

無 04-7165-2007

8634 イトーヨーカドー我孫子南口店 サービスカウンター 我孫子市 本町３－２－１ 全日
１０時００分から２１時０
０分まで

有 04-7183-6411



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

8635 イトーヨーカドー我孫子南口店 保安室（直近入口は、従業員通用口） 我孫子市 本町３－２－１ 全日
８時００分から２１時３０
分まで

有 04-7183-6411

8636 エーデル幼稚園 職員室 我孫子市 泉２４－３２ 平日
８時３０分から１８時００
分

有 04-7184-4804

8637 我孫子自動車教習所 ２階ロビー内 我孫子市 高野山５４７ 火～日 ８：３０～１９：３０ 有 04-7182-5151

8638 千葉スバル自動車（株） カースポット我孫子 事務室 我孫子市 柴崎２８番地の３ 木～月曜日
１０時００分から１９時０
０分まで

有 04-7183-0611

8639 千葉南高等学校 体育館入口（外壁） 千葉市中央区 花輪町４５－３ 月～日 終日 無 043-264-1362
8640 千葉県がんセンター ⑪地下１階エレベーター横 千葉市中央区 仁戸名町６６６－２ 終日利用可能 ２４時間利用可能 有 043-264-5431
8641 千葉東高等学校 格技場入口 千葉市稲毛区 轟町１－１８－５２ 月～日 終日 無 043-251-9221
8642 千葉北高等学校 校内購買 千葉市稲毛区 長沼町１５３ 月～日 終日 無 043-257-2753
8643 京葉工業高等学校 保健室内 千葉市稲毛区 穴川４－１１－３２ 月～金 土日祝日は利用不可 8:20～17:00 無 043-251-4197
8644 泉高等学校 職員玄関前 千葉市若葉区 高根町８７５－１ 月～日 終日 無 043-228-2551
8645 千葉リハビリテーションセンター ⑤居住棟２階A棟入口 千葉市緑区 誉田町１－４５－２ 毎日利用可能 ２４時間 無 043-291-1831
8646 千葉西高等学校 本校特別教室棟入口外壁 千葉市美浜区 磯辺３－３０－３ 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 043-277-0115
8647 千葉県精神科医療センター 救急外来処置室 千葉市美浜区 豊砂５ 月～金 土日祝日は利用不可 ２４時間利用可能 有 043-276-1361
8648 木更津高等学校 管理棟・体育館連絡通路脇 木更津市 文京4-1-1 月～日 終日 0438-22-6131

8649 ASA館山 ASA館山事務所内 館山市 北条1710
新聞休刊日、年末年始
（12/31～1/3）以外

月～土 9:00～18:00<crlf>
日 9:00～17:00(諸事情によ
り休日の場合有)

有 0470-22-0263

8650 松戸南高等学校 外トイレ外壁面 松戸市 紙敷1199 月～日 終日 047-391-2849
8651 銚子商業高等学校 管理普通教室棟２階玄関出入口前 銚子市 台町１７８１ 月～日 終日 有 0479-22-5678
8652 市川ポンプ場 市川ポンプ場 市川市 国府台３－１７ 毎日利用可能 0:00～24:00 047-372-6852
8653 ASAちはら台 株式会社 リブラ １階入り口横 市原市 ちはら台西5-17-3 毎日 24時間 有 0436-74-9206
8654 佐倉東高等学校 玄関 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
8655 佐倉西高等学校 体育科準備室入口外壁面 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
8656 佐倉高等学校 第１体育館出入口 佐倉市 鍋山町１８ 月～日 終日 無 043-484-1021
8657 山武合同庁舎 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 0475-54-0222
8658 海匝合同庁舎 施設内 １階ロビー 旭市 ニ１９９７－１ 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 0479-62-0261
8659 旭農業高等学校 サッカーグラウンド脇倉庫 旭市 ロ１ 月～日 終日 無 0479-62-0129
8660 船橋二和高等学校 生徒昇降口（外） 船橋市 二和西1-3-1 月～日 終日 047-447-4377

8661 県立柏の葉公園 ボートハウス 柏市 柏の葉4-1
３月～１１月の土日祝日 利
用可

９：３０～１６：３０

8662 市原緑高等学校 普通教室棟1階保健室前 市原市 能満1531 月～金 土日祝日は利用不可 ８：２０～１６：５０ 0436-75-0600
8663 姉崎高等学校 体育館１階 体育教官室内 市原市 姉崎2632 月～金 土日祝日は利用不可 ８：１５～１６：４５ 0436-62-0601
8664 我孫子高等学校 管理棟１階事務室前 我孫子市 新々田172 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 04-7189-4051
8665 八千代高等学校 グラウンド 校舎壁（保健室）側 八千代市 勝田台南1-1-1 月～日 終日 047-484-2551

8666 鴨川青年の家 事務室（野外活動用移動式） 鴨川市 太海122-1
月曜（祝日の場合は翌日）以
外

8:15～17:00 04-7093-1666

8667 鎌ヶ谷西高等学校 体育館下通路 鎌ケ谷市 初富284-7 月～日 終日 047-446-0051
8668 君津特別支援学校（上総湊分室） 職員室 富津市 湊773-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:15～16:45 0439-29-5420
8669 四街道北高等学校 ピロティ 四街道市 栗山1055-4 月～日 終日 043-422-1788
8670 安房拓心高等学校 農業管理実習室玄関 南房総市 南房総市和田町海発1604 月～日 終日 0470-47-2551
8671 朝日新聞ASA作草部 正面突き当り右側 千葉市稲毛区 轟町4-7-14 毎日 ２４時間 有 043-251-1512
8672 匝瑳高等学校 管理棟３階進路室 匝瑳市 匝瑳市八日市場イ1630 月～金 土日祝日は利用不可 8:25～21:30 0479-72-1541

8673 水郷小見川少年自然の家 本館中央棟1階事務室 香取市 小見川5249-1
月曜（祝日の場合は翌日）以
外

8:30～17:30 0478-82-1343

8674 多古高等学校 体育館 香取郡多古町 多古3236 月～日 終日 0479-76-2557
8675 栄特別支援学校 職員玄関出入り口内壁 印旛郡栄町 龍角寺1112番地2 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:00 0476-80-2500

8676 山武土木事務所 事務所玄関ホール 東金市 東新宿17-1
月～金は利用可 土・日・祝
は不可

9:00～17:00 0475-54-1131



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

8677 消費者センター 1階ロビー入口横 船橋市 高瀬町66-18
月～土<crlf>日祝日は利用不
可

9:00～17:00 047-431-3811

8678 産業支援技術研究所（加曽利庁舎） 管理研究棟1階事務室 千葉市若葉区 加曽利町889 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 043-231-4325
8679 産業支援技術研究所（天台庁舎） 本館1階事務室 千葉市稲毛区 天台6-13-1 月～金 土日祝日は利用不可 8:30～17:15 043-252-2101


