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

1 千葉市武道館（市に貸付け） １階事務室 千葉市中央区 末広2－11－24 　 043-261-1511

2 千葉県生涯大学校京葉学園 1階ロビー 千葉市中央区 仁戸名町666-2 月～土　日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 043-266-4705

3 青葉の森公園芸術文化ホール 会館事務室窓口脇 千葉市中央区 青葉町977-1

休館日（原則月曜日。祝日の

場合は翌日）を除く、毎日利

用可能

原則8:30～17:00(但し、施

設貸出時間内は利用可能）
無 043-266-3511

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

は利用不可
8:30～17:15 有 043-264-7321

5 千葉高等学校 普通教室棟１階ホール 千葉市中央区 千葉市中央区葛城1-5-2 月～金　土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 043-227-7434

6 千葉商業高等学校 体育館出入口壁面 千葉市中央区 千葉市中央区松波2-22-48 月～金　土日祝日は利用不可 8:00～21:50 無 043-251-6335

7 千葉商業高等学校 体育教官室わき壁面 千葉市中央区 千葉市中央区松波2-22-48 月～金　土日祝日は利用不可 8:00～21:50 無 043-251-6335

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

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

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

（生実町）
毎日 常時 無 043-264-6251

10 千葉南高等学校 格技場１階 千葉市中央区 千葉市中央区花輪町45-3 月～金　土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 043-264-1362

11 生浜高等学校 体育教官室 千葉市中央区 千葉市中央区塩田町372 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～21:00 無 043-266-4591

12 生浜高等学校 生徒棟１階食堂入口手前ラウンジ 千葉市中央区 千葉市中央区塩田町372 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～21:00 有 043-266-4591

13 千葉中学校 中学棟１階中学保健室入口前 千葉市中央区 千葉市中央区葛城1-5-2 月～金　土日祝日は利用不可 8:15~16:45 無 043-202-7778

14 仁戸名特別支援学校 保健室 千葉市中央区 千葉市中央区仁戸名町673 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 043-264-5400

15 千葉県警察本部庁舎 １階 千葉市中央区 長洲１－９－１ 毎日利用可能 終日 有 043-201-0110

16 千葉県警察本部庁舎 １０階 千葉市中央区 長洲１－９－１ 毎日利用可能 終日 有 043-201-0110

17 千葉中央警察署 １階 千葉市中央区 中央港１－１３－１ 毎日利用可能 終日 有 043-244-0110

18 分庁舎 １階 千葉市中央区 中央港１－７１－１ 毎日利用可能 終日 有 －

19 分庁舎 ５階 千葉市中央区 中央港１－７１－１ 毎日利用可能 終日 有 －

20 千葉県がんセンター ①3階エレベーター前 千葉市中央区 仁戸名町666-2 終日利用可能 24時間利用可能 有 043-264-5431

21 千葉県がんセンター ②4階エレベーター前 千葉市中央区 仁戸名町666-2 終日利用可能 24時間利用可能 有 043-264-5431

22 千葉県がんセンター ③5階エレベーター前 千葉市中央区 仁戸名町666-2 終日利用可能 24時間利用可能 有 043-264-5431

23 千葉県がんセンター ④6階エレベーター前 千葉市中央区 仁戸名町666-2 終日利用可能 24時間利用可能 有 043-264-5431

24 千葉県がんセンター ⑤東2階病棟前 千葉市中央区 仁戸名町666-2 終日利用可能 24時間利用可能 有 043-264-5431

25 千葉県がんセンター ⑥１階消化器外科外来前 千葉市中央区 仁戸名町666-2 終日利用可能 24時間利用可能 有 043-264-5431

26 千葉県がんセンター ⑦１階通院化学療法室 千葉市中央区 仁戸名町666-2 終日利用可能 24時間利用可能 有 043-264-5431

27 千葉県がんセンター ⑧１階内視鏡検査室１ 千葉市中央区 仁戸名町666-2 終日利用可能 24時間利用可能 有 043-264-5431

28 千葉県がんセンター ⑨画像診断部Ｆ２ 千葉市中央区 仁戸名町666-2 終日利用可能 24時間利用可能 有 043-264-5431

29 千葉県がんセンター ⑩2階採血室前 千葉市中央区 仁戸名町666-2 終日利用可能 24時間利用可能 有 043-264-5431

30 県庁本庁舎 ①本庁舎１階受付カウンター脇 千葉市中央区 市場町1-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 043-223-2087

31 県庁本庁舎 ②本庁舎12階リフレッシュルーム 千葉市中央区 市場町1-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 043-223-2087

32 県庁中庁舎 ①中庁舎1階東側ロビー 千葉市中央区 市場町1-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 043-223-2087

33 県庁議会棟 ①議会棟３階西側奥 千葉市中央区 市場町1-5 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 043-223-2087

34 県庁議会棟 ②議会棟６階西側奥 千葉市中央区 市場町1-5 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 043-223-2087

35 県庁南庁舎 ①南庁舎１階ロビー 千葉市中央区 市場町1-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 043-223-2087

36 文書館 自販機コーナー付近 千葉市中央区 中央4‐15‐7 月～土　日曜祝日は利用不可 9:00～17:00 有 043-227-7555

37 職員能力開発センター １階入口 千葉市中央区 都町1-6-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 043-231-8711

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

可）
8:30～17:15 有 043-263-6035

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

可）
8:30～17:15 有 043-263-6035

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

可）
8:30～17:15 有 043-263-6035

41 生実学校 1階指導課内 千葉市中央区 生実町１００１ 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 043-263-4731



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

42 精神保健福祉センター １Ｆ受付横 千葉市中央区 仁戸名町666-2 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 043-263-3891

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

く）
８：３０～１７：１５ 有 043-305-2125

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

45 千葉県文化会館 会館事務所内 千葉市中央区 市場町１１－２

休館日（原則月曜日。祝日と

なった場合は翌日）を除く毎

日利用可能

原則8:30～17:00(但し、施

設貸出時間内は利用可能）
有 043-222-0201

46 青葉の森公園管理事務所 公園センター 千葉市中央区 青葉町977-1 毎日利用可能 8:30～17:30 有 043-208-1500

47 青葉の森公園管理事務所 つくしんぼの家 千葉市中央区 青葉町977-1 毎日利用可能 9：00～17：00 有 043-208-1506

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

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

祝祭日9：00～17：00
無 043-227-5161

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

は利用不可
8:30～17:15 有 043-264-1114

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

外

9:00～19:00（土休日は～

17:00）
有 043-224-0300

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

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

不可
9:00～16：30 有 043-265-3111

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

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

は利用不可
8:00～18:15 有 043-211-8338

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

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

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

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

1
月～金　土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 043-257-8511

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

1
月～金　土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 043-257-8511

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

1410-2
月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 043-257-3909

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

1410-2
月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 043-257-3909

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

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

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

66 千葉東高等学校 管理特別教室棟１階保健室前 千葉市稲毛区 千葉市稲毛区轟町1-18-52 月～金　土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 043-251-9221

67 千葉北高等学校 体育館 千葉市稲毛区 千葉市稲毛区長沼町153 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 043-257-2753

68 千葉北高等学校 事務室前 千葉市稲毛区 千葉市稲毛区長沼町153 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 043-257-2753

69 京葉工業高等学校 体育館出入口内壁面 千葉市稲毛区 千葉市稲毛区穴川4-11-32 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～17:00 無 043-251-4197

70 第二機動隊 １階 千葉市稲毛区 長沼原町８５０ 毎日利用可能 終日 有 043-257-2666

71 千葉北警察署 １階 千葉市稲毛区 長沼原町１９９－１ 毎日利用可能 終日 有 043-286-0110

72 千葉県障害者スポーツ・レクリエーションセンター 事務室 千葉市稲毛区 天台６丁目５番１号 月～土 9：00～21：00 無 043-253-6111

73 子どもと親のサポートセンター １階庶務課 千葉市稲毛区 小仲台5-10-2 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 043-207-6032

74 総合スポーツセンター スポーツ科学センター２階保健室 千葉市稲毛区 天台町323 毎日利用可能 8:30～21：15 有 043-290-8501



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

75 総合スポーツセンター 硬式野球場本部前ロビー 千葉市稲毛区 天台町323 毎日利用可能 8:30～21：15 有 043-290-8501

76 総合スポーツセンター 陸上競技場ロビー 千葉市稲毛区 天台町323 毎日利用可能 8:30～21：15 有 043-290-8501

77 総合スポーツセンター 武道館ロビー 千葉市稲毛区 天台町323 毎日利用可能 8:30～21：15 有 043-290-8501

78 総合スポーツセンター 宿泊研修棟事務所 千葉市稲毛区 天台町323 毎日利用可能 終日 有 043-290-8501

79 総合スポーツセンター 軟式野球場・ソフトボール場 千葉市稲毛区 天台町323 毎日利用可能 8:30～21：15 有 043-290-8501

80 総合スポーツセンター 体育館ロビー 千葉市稲毛区 天台町323 毎日利用可能 8:30～21：15 有 043-290-8501

81 総合スポーツセンター 庭球場クラブハウス 千葉市稲毛区 天台町323 毎日利用可能 8:30～21：15 有 043-290-8501

82 総合スポーツセンター サッカー・ラグビー場クラブハウス 千葉市稲毛区 天台町323 毎日利用可能 8:30～21：15 有 043-290-8501

83 総合スポーツセンター 弓道場ロビー 千葉市稲毛区 天台町323 毎日利用可能 8:30～21：15 有 043-290-8501

84 千葉県乳児院 食堂前 千葉市若葉区 加曽利町１５３６ 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 043-232-0349

85 若松高等学校 体育館ステージ 千葉市若葉区 千葉市若葉区若松町429 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 043-232-5171

86 若松高等学校 グランド（野球場） 千葉市若葉区 千葉市若葉区若松町429 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 043-232-5171

87 若松高等学校 管理棟事務室前 千葉市若葉区 千葉市若葉区若松町429 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 043-232-5171

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

1
月～金　土日祝日は利用不可 8:30～18:00 無 043-236-0161

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

1
月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 043-236-0161

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

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

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

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

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

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

96 千葉東警察署 １階 千葉市若葉区 小倉町８５９－２ 毎日利用可能 終日 有 043-233-0110

97 総合スポーツセンター射撃場 事務所 千葉市若葉区 小間子町4-3 毎日利用可能 9:00～17:00 有 043-239-0164

98 農林総合研究センター 農林総合研究ｾﾝﾀｰ本館 千葉市緑区 大膳野町808
月～金　土日祝日は利用不可

<crlf>年末年始は利用不可
8:30～17:15 有 043-291-0151

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

100 土気高等学校 体育館玄関内 千葉市緑区
千葉市緑区あすみが丘東2-

24-1
月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 043-294-0014

101 土気高等学校 職員玄関内 千葉市緑区
千葉市緑区あすみが丘東2-

24-1
月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 043-294-0014

102 大網高等学校（中正農場） 中正農場実験室入口 千葉市緑区 千葉市緑区上大和田町701 職員在室時 職員在室時 無

103 千葉聾学校 玄関（１階職員室前） 千葉市緑区 千葉市緑区鎌取町65-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 有 043-291-1371

104 千葉聾学校（寄宿舎） 寄宿舎玄関 千葉市緑区 千葉市緑区鎌取町65-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50<crlf> 有 043-291-1371

105 千葉聾学校 体育館 千葉市緑区 千葉市緑区鎌取町65-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 有 043-291-1371

106 袖ケ浦特別支援学校 普通特別教室棟１階エレベーターホール 千葉市緑区 千葉市緑区誉田町1-45-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 043-291-6922

107 袖ケ浦特別支援学校（寄宿舎） １階玄関前 千葉市緑区 千葉市緑区誉田町1-45-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 043-291-6922

108 千葉南警察署 １階 千葉市緑区 おゆみ野中央８－１－２ 毎日利用可能 終日 有 043-291-0110

109 千葉県こども病院 外来 千葉市緑区 辺田町579-1 毎日利用可能 ２４時間 有 043-292-2111

110 千葉リハビリテーションセンター ①本館2階第11診察室前 千葉市緑区 誉田町1-45-2 毎日利用可能 24時間 有 043-291-1831

111 千葉リハビリテーションセンター ②中央棟1階防災センター横 千葉市緑区 誉田町1-45-2 毎日利用可能 24時間 有 043-291-1831

112 千葉リハビリテーションセンター ③居住棟3階Ｂ棟入口付近廊下 千葉市緑区 誉田町1-45-2 毎日利用可能 24時間 無 043-291-1831

113 千葉リハビリテーションセンター ④更生園2階勤務室前 千葉市緑区 誉田町1-45-2 毎日利用可能 24時間 無 043-291-1831



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

114 障害者高等技術専門校 保健室 千葉市緑区 大金沢町470 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 043-291-7744

115
日本コンベンションセンター（国際展示場１～８ホー

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

116
日本コンベンションセンター（国際展示場１～８ホー

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

117
日本コンベンションセンター（国際展示場１～８ホー

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

118
日本コンベンションセンター（国際展示場１～８ホー

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

119
日本コンベンションセンター（国際展示場１～８ホー

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

120
日本コンベンションセンター（国際展示場９～１１

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

121
日本コンベンションセンター（国際展示場９～１２

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

122
日本コンベンションセンター（国際展示場９～１３

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

123 日本コンベンションセンター国際展示場　駐車場 ①管理棟Ａ棟 千葉市美浜区 豊砂１－１６ 原則毎日利用可能 原則8:00～23:00 有 043-296-0001

124 日本コンベンションセンター国際展示場　駐車場 ②管理棟Ｂ棟 千葉市美浜区 豊砂１－１６ 原則毎日利用可能 原則8:00～23:00 有 043-296-0001

125 花見川終末処理場 ①管理棟１Ｆロビー 千葉市美浜区 磯辺８－２４－１ 毎日利用可能 終日 有 043-279-4381

126 花見川終末処理場 ②汚泥処理棟１階ロビー 千葉市美浜区 磯辺８－２４－１ 毎日利用可能 終日 有 043-277-1816

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

は利用不可
8:30～17:15 有 043-278-4144

128 検見川高等学校 体育科準備室 千葉市美浜区 千葉市美浜区真砂4-17-1 月～金　土日祝日は利用不可 7:00～17:00 無 043-278-1218

129 磯辺高等学校 体育館出入口内側 千葉市美浜区 千葉市美浜区磯辺2-7-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 043-277-2211

130 磯辺高等学校 保健室前廊下 千葉市美浜区 千葉市美浜区磯辺2-7-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 043-277-2211

131 幕張総合高等学校 保健室入口 千葉市美浜区 千葉市美浜区若葉3-1-6 月～金　土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 043-211-6311

132 幕張総合高等学校 体育館入口 千葉市美浜区 千葉市美浜区若葉3-1-6 月～金　土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 043-211-6311

133 幕張総合高等学校（看護科校舎） 体育館入口付近 千葉市美浜区 千葉市美浜区若葉2-10-2 月～金　土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 043-272-7711

134 千葉西高等学校 体育館１階体育教官室前 千葉市美浜区 千葉市美浜区磯辺3-30-3 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 043-277-0115

135 千葉運転免許センター １階 千葉市美浜区 浜田２－１ 毎日利用可能 終日 有 043-274-2000

136 第一機動隊 １階 千葉市美浜区 豊砂８ 毎日利用可能 終日 有 043-296-0021

137 千葉西警察署 １階 千葉市美浜区 真砂２－１－１ 毎日利用可能 終日 有 043-277-0110

138 千葉県救急医療センター １階外来受付前 千葉市美浜区 磯辺3-32-1 毎日利用可能 ２４時間 無 043-279-2211

139 県立幕張海浜公園 パークセンター 千葉市美浜区 ひび野2-116 毎日利用可能 8:15～17:15 有 043-296-0126

140 花見川第二終末処理場 管理棟１階玄関ホール 千葉市美浜区 豊砂７ 月～金　土日祝日は利用不可 ７：００～１９：００ 有 043-213-4340

141 千葉県精神科医療センター デイホスピタル 千葉市美浜区 豊砂5 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 043-276-1361

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

く）
8:30～17:15 有 043-296-2000

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

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

は利用不可
8:30～17:15 有 043-296-8100

145 幕張新都心地下第１駐車場 地下１階事務室 千葉市美浜区 中瀬2-2-3 　 無 043-296-2277

146 幕張新都心地下第２駐車場 地下１階事務室 千葉市美浜区 中瀬1-113 　 無 043-296-3301

147 総合教育センター 本館１Ｆ 千葉市美浜区 若葉2-13 開館時常時利用可 8:30～17:15 無 043-276-1166

148 海匝健康福祉センター ２階通路 銚子市 栄町２－２－１ 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 0479-22-0206

149 千葉県生涯大学校東総学園 1階事務室 銚子市 台町2203 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 0479-25-2035

150 銚子高等学校 特別教室棟１階保健室前 銚子市 銚子市南小川町943 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 0479-22-6906

151 銚子高等学校 本校中央廊下 銚子市 銚子市南小川町943 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 0479-22-6906



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

152 銚子高等学校 格技場１階体育教官室 銚子市 銚子市南小川町943 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 0479-22-6906

153 銚子商業高等学校 体育館２階体育教官室前ホール 銚子市 銚子市台町1781 月～金　土日祝日は利用不可 8:25～21:30 有 0479-22-5678

154 銚子商業高等学校（海洋校舎） 管理特別普通教室棟２階職員室前 銚子市 銚子市台町1781 月～金　土日祝日は利用不可 8:25～16:55 無 0479-22-5678

155 銚子特別支援学校 保健室廊下 銚子市 銚子市三崎町3-94-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:00～17:00 有 0479-22-0243

156 銚子特別支援学校（寄宿舎） 玄関 銚子市 銚子市三崎町3-94-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:00～17:00 有 0479-22-0243

157 銚子警察署 １階 銚子市 春日町１９２２－２ 毎日利用可能 終日 有 0479-23-0110

158 銚子ポートタワー 1階 銚子市 川口町2-6385-267 毎日利用可能 8：30～17：00 無 0479-249-500

159 市川健康福祉センター １階事務室 市川市 南八幡５－１１－２２ 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 047‐377-1101

160 千葉県行徳野鳥観察舎 事務室内 市川市 福栄４-22-11 毎日利用可能 9:00～16:30 有 047-397-9046

161 江戸川第二終末処理場 管理棟別館 市川市 福栄4－32－2 毎日利用可能 0:00～24:00 有 047-397-6330

162 江戸川下水道事務所 市川ポンプ場 市川市 国府台3－17（福栄） 毎日利用可能 0:00～24:00 有 047-372-6852

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

は利用不可
8:30～17:15 有 047-378-1517

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

は利用不可
8:30～17:15 有 047-357-1197

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

は利用不可
8:30～17:15 無 047-378-4477

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

は利用不可
8:30～17:15 有 047-378-4477

167 市川工業高等学校 事務室前 市川市 市川市平田3-10-10 月～金　土日祝日は利用不可 8:15～21:30 無 047-378-4186

168 市川工業高等学校 体育館１階 市川市 市川市平田3-10-10 月～金　土日祝日は利用不可 8:15～21:30 無 047-378-4186

169 国府台高等学校 体育教官室前 市川市 市川市国府台2-4-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 047-373-2141

170 国分高等学校 管理棟１階事務室前 市川市 市川市稲越町310 月～金　土日祝日は利用不可 8:25～16:55 無 047-371-6100

171 国分高等学校 昇降口１階購買室前自販機内 市川市 市川市稲越町310 月～日 終日 無 047-371-6100

172 行徳高等学校 体育準備室前廊下 市川市 市川市塩浜4-1-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～21:45 無 047-395-1040

173 行徳高等学校 職員玄関 市川市 市川市塩浜4-1-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-395-1040

174 市川東高等学校 武道館１階出入口 市川市 市川市北方町4-2191 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-338-6810

175 市川東高等学校 管理棟１階事務室前 市川市 市川市北方町4-2191 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-338-6810

176 市川昴高等学校 特別教室棟３階第1学年室 市川市 市川市東国分1-1-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:25～16:55 無 047-371-2841

177 市川昴高等学校 管理棟１階職員玄関 市川市 市川市東国分1-1-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:25～16:55 有 047-371-2841

178 市川南高等学校 体育館外扉 市川市 市川市高谷1509 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～16:30 無 047-328-6001

179 市川特別支援学校 職員玄関 市川市 市川市原木1862 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 047-327-4155

180 特別支援学校市川大野高等学園 職員昇降口 市川市 市川市大野町4-2274 月～日 終日 有 047-303-8011

181 市川警察署 ２階 市川市 鬼高４－４－１ 毎日利用可能 終日 有 047-370-0110

182 行徳警察署 １階 市川市 塩浜３－１０－１８ 毎日利用可能 終日 有 047-397-0110

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

不可
9:00～16：30 無 047-379-2000

184 船橋高等技術専門校 ①実習棟1階廊下 船橋市 高瀬町31-7 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 047-433-2790

185 船橋高等技術専門校 ②管理棟1階訓練生玄関 船橋市 高瀬町31-7 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 047-433-2790

186 船橋高等技術専門校 ③管理実習棟３階マイコン制御実習室 船橋市 高瀬町31-7 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 047-433-2790

187 船橋県民の森 管理事務所 船橋市 大神保町586－2 年中無休 9:00～16:30 有 047-457-4094

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

は利用不可
8:30～17:15 有 047-433-2514

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

は利用不可
8:00～17:15 有 047-465-9133

190 北船橋給水場 ５階管理室 船橋市 大穴北7-8-1 毎日利用可能 24時間 有 047-457-4080

191 船橋高等学校 管理棟１階体育研究室前 船橋市 船橋市東船橋6-1-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～20:00 無 047-422-2188

192 船橋高等学校 管理棟1階保健室 船橋市 船橋市東船橋6-1-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～20:00 無 047-422-2188

193 船橋高等学校 セミナーハウスピロティー 船橋市 船橋市東船橋6-1-1 毎日 終日 無 047-422-2188



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

194 薬園台高等学校 管理棟１階教務室前廊下 船橋市 船橋市薬円台5-34-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-464-0011

195 薬園台高等学校 体育教官室内 船橋市 船橋市薬円台5-34-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-464-0011

196 船橋東高等学校 保健体育科研究室 船橋市 船橋市芝山2-13-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:00～18:00 無 047-464-1212

197 船橋啓明高等学校 格技場出入口外壁面 船橋市 船橋市旭町333 月～日 終日 無 047-438-8428

198 船橋啓明高等学校 管理特別教室棟１階廊下 船橋市 船橋市旭町333 月～金　土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 047-438-8428

199 船橋芝山高等学校 生徒棟１階臨時保健室前 船橋市 船橋市芝山7-39-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～16:50 無 047-463-5331

200 船橋二和高等学校 管理・特別教室棟１階事務室前 船橋市 船橋市二和西1-3-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:25～16:55 無 047-447-4377

201 船橋二和高等学校 体育館１階教官室前 船橋市 船橋市二和西1-3-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:25～16:55 有 047-447-4377

202 船橋古和釜高等学校 会議室 船橋市 船橋市古和釜町586 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-466-1141

203 船橋古和釜高等学校 体育教官室 船橋市 船橋市古和釜町586 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-466-1141

204 船橋古和釜高等学校 更衣室前 船橋市 船橋市古和釜町586 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-466-1141

205 船橋法典高等学校 管理棟１階保健室前廊下 船橋市 船橋市藤原4-1-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-438-0721

206 船橋法典高等学校 体育館１階通路 船橋市 船橋市藤原4-1-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 有 047-438-0721

207 船橋豊富高等学校 管理棟１階保健室前 船橋市 船橋市豊富町656-8 月～金　土日祝日は利用不可 8:00～17:00 無 047-457-5200

208 船橋豊富高等学校 管理棟２階会議室 船橋市 船橋市豊富町656-8 月～金　土日祝日は利用不可 8:00～17:00 無 047-457-5200

209 船橋豊富高等学校 体育館１階教官室前 船橋市 船橋市豊富町656-8 月～金　土日祝日は利用不可 8:00～17:00 無 047-457-5200

210 船橋北高等学校 事務室前 船橋市 船橋市神保町133-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:25～16:55 無 047-457-3115

211 船橋北高等学校 体育準備室前 船橋市 船橋市神保町133-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:25～16:55 無 047-457-3115

212 船橋特別支援学校 管理棟１階保健室 船橋市 船橋市上山町3-507 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 047-439-5811

213 船橋夏見特別支援学校 教室棟１階保健室 船橋市 船橋市夏見台5-6-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:25～16:55 有 047-429-6699

214 船橋夏見特別支援学校 管理棟3階　高等部職員室 船橋市 船橋市夏見台5-6-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:25～16:55 無 047-429-6699

215 船橋警察署 １階 船橋市 市場４－１８－１ 毎日利用可能 終日 有 047-435-0110

216 船橋東警察署 １階 船橋市 習志野台７－９－２０ 毎日利用可能 終日 有 047-467-0110

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

可）
8:30～17:15 有 047-433-1275

218 県立行田公園 行田公園管理事務所 船橋市 行田2－5 毎日利用可能 8:30～17:15 無 047-430-6229

219 葛南教育事務所 １階玄関 船橋市 浜町２－５－１ 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 047-433-6017

220 東庄県民の森 森林館　管理事務所内 香取郡東庄町 小南639 年中無休 9:00～16:30 無 0478-87-0393

221 安房合同庁舎 ２階 館山市 北条402-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 0470-22-7111

222 安房健康福祉センター ２階事務室 館山市 北条１０９３－１ 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 0470-22-4511

223 千葉県生涯大学校 南房学園 事務室 館山市 北条838 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 0470-24-0789

224 館山野鳥の森 ふれあい野鳥館　事務所前 館山市 大神宮553 年中無休 9:00～16:30 無 0470-28-0166

225 館山運動公園 体育館受付 館山市 藤原300 毎日利用可能 8:30～22:15 有 0470-28-1340

226 館山運動公園 体育館１Fホール 館山市 藤原300 毎日利用可能 8:30～22:15 有 0470-28-1340

227 安房高等学校 保健室前廊下 館山市 館山市八幡385 月～金　土日祝日は利用不可 8:35～19:00 無 0470-22-0130

228 安房高等学校 野球場 館山市 館山市八幡385 月～金　土日祝日は利用不可 8:35～17:00 無 0470-22-0130

229 館山総合高等学校 本校舎１棟１階職員玄関前 館山市 館山市北条106 月～日 終日 無 0470-22-2242

230 館山総合高等学校（水産校舎） 管理棟１階保健室前 館山市 館山市長須賀155 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0470-22-0180

231 安房特別支援学校 管理棟１階事務室前 館山市 館山市中里284-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:45～17:15 有 0470-28-1866

232 安房特別支援学校（館山聾分校） 保健室前廊下 館山市 館山市那古1672-7 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 0470-27-2490

233 館山警察署 １階 館山市 北条１０９０－２ 毎日利用可能 終日 有 0470-23-0110

234 千葉県南総文化ホール 会館内正面入口付近 館山市 北条740-1

 休館日（原則月曜日。祝日の

場合は翌日）を除く、毎日利

用可能

8:30～21:30 有 0470-22-1811

235 旧館山高等技術専門校 館山市学習等供用施設　１階事務室 館山市 船形297-7１ 毎日利用可能 施設の開業日時による 有 0470-23-3111

236 千葉県君津合同庁舎 庁舎１階ホール 木更津市 貝渕３－１３－３４ 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 0438-23-1111

237 君津健康福祉センター １階ホール入口 木更津市 新田３－４－３４ 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 0438-22-3743

238 木更津高等学校 体育館内部壁面 木更津市 木更津市文京4-1-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0438-22-6131

239 木更津高等学校 第２体育館前通路外壁面 木更津市 木更津市文京4-1-1 月～日 終日 有 0438-22-6131



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

240 木更津東高等学校 管理棟２階職員室前 木更津市 木更津市木更津2-2-45 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～21:30 無 0438-23-0538

241 木更津東高等学校 体育館入口内 木更津市 木更津市木更津2-2-45 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～21:30 無 0438-23-0538

242 木更津警察署 １階 木更津市 潮見１－１－５ 毎日利用可能 終日 有 0438-22-0110

243 かずさアカデミアホール 1階メインロビー 木更津市 かずさ鎌足2-3-9 毎日利用可能 9：00～18：00 無 0438-20-5555

244 かずさインキュベ－ションセンター 廊下 木更津市 かずさ鎌足2-１-５ 土日祝日を除く日 9：00～17：00 無 0438-20-5071

245 かずさバイオ共同研究開発センター 玄関 木更津市 かずさ鎌足２-５-２３ 土日祝日を除く日 8：45～17：30 無 0438-52-3900

246 千葉県西部防災センター 1階事務室 松戸市 松戸558-3 火曜以外 9:00～16:30 有 047-331-5511

247
千葉県生涯大学校 東葛飾学園浅間台教室 園芸コース

教室
事務棟内 松戸市 中矢切492 月～土　日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 047-365-1793

248 市川水道事務所松戸分室 １階玄関 松戸市 日暮3-27-8
月～金　土日祝日、年末年始

は利用不可
8:30～17:15 有 047-391-4181

249 栗山浄水場 管理本館１階ホール 松戸市 栗山198 毎日利用可能 24時間 有 047-363-4195

250 ちば野菊の里浄水場 ２階管理室 松戸市 栗山478-1 毎日利用可能 24時間 有 047-394-8300

251 松戸給水場 ４階事務室入口横 松戸市 紙敷2-1-1 毎日利用可能 24時間 有 047-384-4580

252 松戸高等学校 特別教室棟２階保健室前 松戸市 松戸市中和倉590-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-341-1288

253 松戸高等学校 管理教室棟１階体育教官室前 松戸市 松戸市中和倉590-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-341-1288

254 小金高等学校 体育館１階エントランス 松戸市 松戸市新松戸北2-14-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-341-4155

255 小金高等学校 管理棟１階職員玄関内 松戸市 松戸市新松戸北2-14-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-341-4155

256 松戸国際高等学校 格技場１階玄関内 松戸市 松戸市五香西5-6-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-386-0563

257 松戸南高等学校 管理棟１階職員玄関口 松戸市 松戸市紙敷1199 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～21:10 無 047-391-2849

258 松戸六実高等学校 管理棟１階保健室前 松戸市 松戸市六高台5-150-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:00～18:00 無 047-385-5791

259 松戸六実高等学校 小体育館１階出入口壁面 松戸市 松戸市六高台5-150-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:00～18:00 無 047-385-5791

260 松戸向陽高等学校 体育準備室 松戸市 松戸市秋山682 月～金　土日祝日は利用不可 8:00～19:00 無 047-391-4361

261 松戸向陽高等学校 事務室前 松戸市 松戸市秋山682 月～金　土日祝日は利用不可 8:00～18:00 無 047-391-4361

262 松戸向陽高等学校 外自販機内 松戸市 松戸市秋山682 毎日 8:00～17:00 無 047-391-4361

263 松戸馬橋高等学校 体育館入口 松戸市 松戸市旭町1-7-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:00～17:00 無 047-345-3002

264 松戸馬橋高等学校 保健室入り口前廊下 松戸市 松戸市旭町1-7-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:00～17:00 無 047-345-3002

265 松戸特別支援学校 保健室前 松戸市 松戸市栗ヶ沢784-17 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 047-388-2128

266 松戸特別支援学校（寄宿舎） 寄宿舎 松戸市 松戸市栗ヶ沢784-17 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 047-388-2128

267 つくし特別支援学校 職員玄関壁面 松戸市 松戸市金ヶ作292-2 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 047-385-1632

268 つくし特別支援学校 高等部棟管理室前 松戸市 松戸市金ヶ作292-2 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 047-385-1632

269 矢切特別支援学校 管理棟１階事務室前 松戸市 松戸市中矢切54 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 047-312-3010

270 松戸警察署 １階 松戸市 松戸５５８－２ 毎日利用可能 終日 有 047-369-0110

271 松戸東警察署 １階 松戸市 八ヶ崎４－５１－９ 毎日利用可能 終日 有 047-349-0110

272 東葛飾合同庁舎 ２階松戸健康福祉センター窓口 松戸市 小根本７ 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 047-361-2111

273 西部図書館 閲覧室 松戸市 千駄堀657-7
月曜（祝日の場合は翌日）以

外

8:30～19:15（土休日は～

17:15）
有 043-385-4648

274 野田健康福祉センター １階入口 野田市 野田市柳沢２４ 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 04‐7124ー8155

275 野田中央高等学校 職員玄関 野田市 野田市谷津713 月～金　土日祝日は利用不可 8:00～17:00 無 04-7125-4108

276 野田中央高等学校 体育研究室入口 野田市 野田市谷津713 月～金　土日祝日は利用不可 8:00～17:00 無 04-7125-4108

277 清水高等学校 保健室前廊下 野田市 野田市清水482 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 04-7122-4581

278 清水高等学校 体育課研究室棟入口 野田市 野田市清水482 月～日 終日 無 04-7122-4581

279 清水高等学校 セミナーハウス出入口 野田市 野田市清水482 月～日 終日 無 04-7122-4581

280 関宿高等学校 管理棟１階事務室横 野田市 野田市木間ヶ瀬4376 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7198-5006

281 関宿高等学校 体育館２階出入口前 野田市 野田市木間ヶ瀬4376 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7198-5006

282 野田特別支援学校 保健室前廊下 野田市 野田市鶴奉147-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:00～17:30 有 04-7122-7270

283 野田警察署 １階 野田市 宮崎１４７－４ 毎日利用可能 終日 有 04-7125-0110

284 野田看護専門学校（野田市中根） １階受付前 野田市 中根３１６－１ 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 04-7121-0222



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

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

不可
9:00～16:30 無 04-7196-1400

286 千葉県生涯大学校 外房学園 ロビー 茂原市 本小轡319-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 0475-25-8228

287 長生高等学校 保健室前 茂原市 茂原市高師286 月～金　土日祝日は利用不可 8:00～21:30 無 0475-22-3378

288 長生高等学校 グラウンド前非常階段 茂原市 茂原市高師286 月～金　土日祝日は利用不可 8:00～21:30 無 0475-22-3378

289 茂原高等学校 体育館正面入口内側 茂原市 茂原市高師1300 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～17:00 無 0475-22-4505

290 茂原高等学校 保健室入口横 茂原市 茂原市高師1300 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～17:00 無 0475-22-4505

291 茂原樟陽高等学校 職員室前 茂原市 茂原市上林283 月～金　土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 0475-22-3315

292 茂原樟陽高等学校 工業実習棟入口 茂原市 茂原市上林283（東郷） 月～金　土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 0475-22-3315

293 茂原樟陽高等学校 格技館玄関外 茂原市 茂原市上林283 月～日 終日 無 0475-22-3315

294 茂原樟陽高等学校 体育館通路 茂原市 茂原市上林283 月～日 終日 無 0475-22-3315

295 茂原警察署 １階 茂原市 早野新田７ 毎日利用可能 終日 有 0475-22-0110

296 長生合同庁舎 1階ロビー 茂原市 茂原１１０２－１ 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 0475-22-1711

297 東上総教育事務所 １階ホール 茂原市 八千代2-10 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 0475-23-8125

298 長生の森公園 管理事務所 茂原市 押日816-1 　 　 無 0475-26-2474

299 印旛健康福祉センター成田支所 事務室 成田市 加良部３－３－１ 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 0476-26-7231

300 成田西陵高等学校 本館玄関内 成田市 成田市松崎20 月～金　土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 0476-26-8111

301 成田西陵高等学校 農場管理棟１階フラワーデザイン室 成田市 成田市松崎20 月～金　土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 0476-26-8111

302 成田西陵高等学校 格技館１階体育教官室内 成田市 成田市松崎20 月～金　土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 0476-26-8111

303 成田国際高等学校 職員室入口 成田市 成田市加良部3-16 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0476-27-2610

304 成田国際高等学校 格技場入口 成田市 成田市加良部3-16 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0476-27-2610

305 成田北高等学校 管理棟１階保健室付近 成田市 成田市玉造5-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0476-27-3411

306 下総高等学校 管理特別教室棟１階玄関内 成田市 成田市名古屋247(大菅） 月～金　土日祝日は利用不可 8:10～16:40 無 0476-96-1161

307 下総高等学校 寄宿舎１階玄関内 成田市 成田市名古屋247(大菅） 月～金　土日祝日は利用不可 8:10～16:40 無 0476-96-1161

308 下総高等学校 農場管理室１階玄関内 成田市
成田市名古屋247（久井

崎）
月～日 8:10～16:40 無 0476-96-1161

309 成田警察署 １階 成田市 加良部３－５ 毎日利用可能 終日 有 0476-27-0110

310 成田国際空港警察署 １階 成田市 古込字込前１３３ 毎日利用可能 終日 有 0476-32-0110

311 成田国際空港警備隊 １階 成田市 三里塚１－２５ 毎日利用可能 終日 有 0476-33-1010

312 佐倉東高等学校 体育館付属施設 佐倉市 佐倉市城内町278 月～金　土日祝日は利用不可 8:25～21:00 無 043-484-1024

313 佐倉西高等学校 体育館内体育教官室前 佐倉市 佐倉市下志津263 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 043-489-5881

314 佐倉西高等学校 管理棟１階事務室前 佐倉市 佐倉市下志津263 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 043-489-5881

315 佐倉南高等学校 体育館内体育教官室前 佐倉市 佐倉市太田1956 月～金　土日祝日は利用不可 8:00～17:00 無 043-486-1711

316 佐倉南高等学校 管理棟１階事務室前 佐倉市 佐倉市太田1956 月～金　土日祝日は利用不可 8:00～17:00 無 043-486-1711

317 印旛特別支援学校(さくら分校） 職員室前廊下 佐倉市 佐倉市太田1956 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 有 043-486-3781

318 佐倉高等学校 本館昇降口廊下壁面 佐倉市 佐倉市鍋山町18 月～金　土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 043-484-1021

319 佐倉警察署 １階 佐倉市 表町３－１７－１ 毎日利用可能 終日 有 043-484-0110

320 印旛合同庁舎 印旛合同庁舎　１階ロビー 佐倉市 鏑木仲田町８－１ 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 043-483-1122

321 山武地域振興事務所 施設内　１階ロビー 東金市 東新宿１－１１ 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 0475-54-0222

322 山武健康福祉センター 1階ロビー 東金市 東金９０７－１ 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 0475-54-0611

323 農業大学校本館 玄関 東金市 家之子1059 毎日利用可能 8:30～17:15 有 0475-52-5121

324 農業大学校学生会館 放送室 東金市 家之子1059 毎日利用可能 8:30～17:15 有 0475-52-5121

325 東金高等学校 管理棟１階事務室前 東金市 東金市東金1410 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～21:05 無 0475-54-1581

326 東金高等学校 第二グランド野球部部室 東金市 東金市日吉台3-969-9 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0475-54-1581

327 東金高等学校 体育館入口 東金市 東金市東金1410 月～日 終日 無 0475-54-1581

328 東金商業高等学校 体育館入口 東金市
東金市松之郷字久我台

1641-1
月～金　土日祝日は利用不可 8:00～18:00 無 0475-52-2265

329 東金商業高等学校 情報処理棟１階 東金市
東金市松之郷字久我台

1641-1
月～金　土日祝日は利用不可 8:00～18:00 無 0475-52-2265



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

330 東金商業高等学校 野球部部室 東金市
東金市松之郷字久我台

1641-1
月～金　土日祝日は利用不可 8:00～18:00 有 0475-52-2265

331 東金特別支援学校 管理棟１階事務室前 東金市 東金市北之幸谷502 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 0475-52-2542

332 東金特別支援学校（寄宿舎） １階職員室内 東金市 東金市北之幸谷502 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 0475-52-2542

333 警察学校 １階 東金市 士農田２８－１ 毎日利用可能 終日 有 0475-58-4111

334 東金警察署 １階 東金市 北之幸谷１０－１２ 毎日利用可能 終日 有 0475-54-0110

335 東金高等技術専門校 １階職員室 東金市 油井1061-6 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 0475-52-3148

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

外
8:30～17:30 有 0475-54-1301

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

外
8:30～17:30 有 0475-54-1301

338 海匝地域振興事務所 海匝合同庁舎 旭市 ニ１９９７－１ 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 0479-62-0261

339 上永井自然公園施設 展望館管理人室 旭市 上永井1309－1 月曜日は利用不可 8:30～17:15 無 0479-57-1181

340 旭農業高等学校 管理棟１階廊下 旭市 旭市ロ1 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 0479-62-0129

341 東総工業高等学校 本館１階保健室前 旭市 旭市鎌数字川西5146 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0479-62-2522

342 東総工業高等学校 体育館ｽﾃｰｼﾞ脇出入口内 旭市 旭市鎌数字川西5146 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0479-62-2522

343 東総工業高等学校 建設科実習棟外壁面 旭市 旭市鎌数字川西5146 月～日 終日 有 0479-62-2522

344 旭警察署 １階 旭市 二の１－１ 毎日利用可能 終日 有 0479-64-0110

345 千葉県東総文化会館 会館事務室内（保健室） 旭市 ハの６６６番地

休館日（原則月曜日。祝日の

場合は翌日）を除く、毎日利

用可能

原則8:30～17:00(但し、施

設貸出時間内は利用可能）
有 0479-64-2001

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

347 東部図書館 閲覧室 旭市 ハの349
月曜（祝日の場合は翌日）以

外

8:30～19:15（土休日は～

17:15）
有 0479-62-7337

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

349 東総運動場 庭球場倉庫 旭市 清和乙621 火～日　月は利用不可 9：00～17：00 無 0479-68-1061

350 習志野健康福祉センター １階ロビー 習志野市 本大久保５－７－１４ 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 047‐475-5151

351 花見川第二終末処理場 汚泥処理棟１階玄関ホール 習志野市 芝園３丁目－４ 月～金　土日祝日は利用不可 ８：３０～１７：１５ 有 043-213-4340

352 津田沼高等学校 体育館１階入口 習志野市 習志野市秋津5-9-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:45 無 047-451-1177

353 津田沼高等学校 特別教室棟１階保健室前 習志野市 習志野市秋津5-9-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:45 無 047-451-1177

354 実籾高等学校 校舎・管理棟１階事務室前 習志野市 習志野市実籾本郷22-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 047-479-1144

355 実籾高等学校 体育館１階体育教官室前 習志野市 習志野市実籾本郷22-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 047-479-1144

356 習志野特別支援学校 １階事務室 習志野市 習志野市袖ケ浦5-11-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 047-470-7750

357 習志野警察署 １階 習志野市 鷺沼台２－４－１ 毎日利用可能 終日 有 047-474-0110

358 国際総合水泳場 １階ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙ障害者用ｼｬﾜｰｺｰﾅｰ入り口付近 習志野市 茜浜2-3-3 休場日以外毎日利用可能

平日9:00～22:30(11月～3

月：～21:30)土日祝日9:00

～21:00

有 047-451-1555

359 国際総合水泳場 １階ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ選手控室廊下側出入口 習志野市 茜浜2-3-3 休場日以外毎日利用可能

平日9:00～22:30(11月～3

月：～21:30)土日祝日9:00

～21:00

有 047-451-1555

360 東葛テクノプラザ エントランスホール 柏市 柏の葉５－４－６ 毎日利用可能 0：00～24：00 有 04-7133-0139

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

３月～１１月　９：３０～

１７：００<crlf>１２月～

２月　９：３０～１６：０

０

無 04-7134-3318

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

可能
９：００～２１：００ 無 04-7134-3500

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

可能
９：００～１７：００ 無 04-7134-2017
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364 県立柏の葉公園 総合競技場 柏市 柏の葉4-1
火、年末年始を除き毎日利用

可能
９：００～１７：００ 無 04-7135-5012

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

可能
９：００～１７：００ 無 04-7135-5014

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

可能
９：００～１７：００ 有 04-7132-4607

367 東葛飾高等学校 体育館前 柏市 柏市旭町3-2-1 毎日 終日 無 04-7143-4271

368 東葛飾高等学校 管理棟１階保健室前 柏市 柏市旭町3-2-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～21:30 無 04-7143-4271

369 柏高等学校 保健室前 柏市 柏市布施254 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7131-0013

370 柏高等学校 ２階渡り廊下 柏市 柏市布施254 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7131-0013

371 柏高等学校 体育館ステージ壁面 柏市 柏市布施254 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7131-0013

372 柏南高等学校 南棟１階保健室前 柏市 柏市増尾1705 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7173-2101

373 柏南高等学校 中庭自販機 柏市 柏市増尾1705 月～日 終日 無 04-7173-2101

374 柏陵高等学校 管理特別教室棟保健室前壁面 柏市 柏市逆井444-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7174-8551

375 柏陵高等学校 体育館１階体育準備室入口付近 柏市 柏市逆井444-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7174-8551

376 柏の葉高等学校 体育科準備室前 柏市 柏市柏の葉6-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7132-7521

377 柏の葉高等学校 １階職員玄関内 柏市 柏市柏の葉6-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 有 04-7132-7521

378 柏中央高等学校 職員玄関事務室前廊下 柏市 柏市松ヶ崎884-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7133-3141

379 柏中央高等学校 体育館１階体育科研究室前 柏市 柏市松ヶ崎884-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7133-3141

380 沼南高等学校 管理棟１階事務室前 柏市 柏市岩井678-3 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7191-8121

381 沼南高柳高等学校 １階事務室前 柏市 柏市高柳995 月～金　土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 04-7191-5281

382 沼南高柳高等学校 体育館１階体育準備室前 柏市 柏市高柳995 月～金　土日祝日は利用不可 8:15～16:45 有 04-7191-5281

383 東葛飾中学校 中学棟１階職員室 柏市 柏市旭町3-2-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 04-7143-4271

384 柏特別支援学校 管理特別教室棟１階事務室カウンター 柏市 柏市十余二418-5 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 04-7133-5631

385 我孫子特別支援学校（清新分校） 保健室内 柏市 柏市高柳995 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 有 04-7193-6020

386 柏警察署 １階 柏市 松ヶ崎７２２－１ 毎日利用可能 終日 有 04-7148-0110

387 第三機動隊 １階 柏市 柏の葉６－３－３ 毎日利用可能 終日 有 04-7131-9921

388 県立柏の葉公園 公園センター 柏市 柏の葉4-1 毎日利用可能 ９：００～１７：００ 無 04-7134-2015

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

外
8:50～21:00 無 04-7140-8600

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

外
8:30～17:30 有 04-7191-1923

391 夷隅健康福祉センター １階入口 勝浦市 出水１２２４ 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 0470-73-0145

392 勝浦海中公園施設 海中公園事務所内 勝浦市 吉尾１７４ 毎日利用可能 9：00～17：00 有 0470-76-2955

393 大原高等学校（勝浦若潮校舎） 海洋校舎 玄関 勝浦市 勝浦市新官1380 月～金　土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 0470-73-1133

394 勝浦警察署 １階 勝浦市 沢倉５１５－６ 毎日利用可能 終日 有 0470-73-0110

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

不可
9:00～16：30 有 0470-76-1133

396 市原健康福祉センター １階事務室内 市原市 五井１３０９ 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 0436-21-6391

397 千葉県射撃場 事務室内 市原市 古敷谷2620

火曜日を除く毎日ただし、12

月29日～1月3日及び、火曜日

が祝日の場合にあっては水曜

日、火曜日を含めて祝日が連

続する場合には、当該連休の

明け日を除く

3～11月は9:00～17:00、12

～2月は9:00～16:00
無 0436-98-0314

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

は利用不可
8:30～17:15 有 0436-41-1362

399 福増浄水場 １階ロビー 市原市 福増47 毎日利用可能 24時間 有 0436-75-4116

400 市原高等学校 管理棟１階職員玄関付近 市原市 市原市牛久655 月～金　土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 0436-92-1541



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

401 鶴舞桜が丘高等学校 体育館ステージ脇 市原市 市原市鶴舞355 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0436-88-3211

402 鶴舞桜が丘高等学校（グリーンキャンパス） 農場管理室２階 市原市 市原市鶴舞1159-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0436-92-0009

403 京葉高等学校 １棟１階体育科準備室前 市原市 市原市島野222 月～金　土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 0436-22-2196

404 市原緑高等学校 体育館１階体育教官室 市原市 市原市能満1531 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 0436-75-0600

405 姉崎高等学校 管理特別教室棟 市原市 市原市姉崎2632 月～金　土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 0436-62-0601

406 市原八幡高等学校 事務室内 市原市 市原市八幡1877-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:00～17:00 有 0436-43-7811

407 市原八幡高等学校 体育教官室内 市原市 市原市八幡1877-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～18:00 有 0436-43-7811

408 市原特別支援学校 事務室 市原市 市原市能満1519-5 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 0436-43-7621

409 市原特別支援学校（つるまい風の丘分校） 職員室前 市原市 市原市鶴舞1159-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:15～16:45 有 0436-92-5281

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

411 市原警察署南総幹部交番 交番内 市原市 牛久８８０－１ 毎日利用可能 終日 有 0436-92-0049

412 千葉県循環器病センター ①１階ロビー 市原市 鶴舞575 終日利用可能 24時間利用可能 無 0436-88-3111

413 千葉県循環器病センター ②１階核医学検査室前 市原市 鶴舞575 終日利用可能 24時間利用可能 無 0436-88-3111

414 千葉県循環器病センター ③２階ロビー 市原市 鶴舞575 終日利用可能 24時間利用可能 無 0436-88-3111

415 千葉県循環器病センター ④６階レストラン 市原市 鶴舞575 終日利用可能 24時間利用可能 無 0436-88-3111

416 千葉県循環器病センター ⑤ガンマ棟５階リハビリテーション室前 市原市 鶴舞575 終日利用可能 24時間利用可能 無 0436-88-3111

417 鶴舞看護専門学校 校舎入口 市原市 鶴舞 月、火、水、木、金 8:30～17:15 無 0436-88-3660

418 市原青少年会館 １階エントランス 市原市 八幡１１２６－１ 年末年始を除き毎日利用可能 9:00～21:00 有 0436-43-3651

419 市原高等技術専門校 １階職員室 市原市 平田981-1 月～金  土日祝日は使用不可 8:30～17:15 無 0436-22-0403

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

可
8:30～17:15 無 04-7152-1181

421 流山高等学校 保健室前 流山市 流山市東初石2-98 月～金　土日祝日は利用不可 8:00～17:00 無 04-7153-3161

422 流山高等学校 園芸自習室出入口 流山市 流山市東初石2-98 月～金　土日祝日は利用不可 8:00～17:00 無 04-7153-3161

423 流山おおたかの森高等学校 普通教室棟２階体育科準備室前 流山市 流山市大畔275-5 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7154-3551

424 流山おおたかの森高等学校 管理特別教室棟１階事務室前 流山市 流山市大畔275-5 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7154-3551

425 流山南高等学校 体育館１階体育準備室前 流山市 流山市流山9-800-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 04-7159-1231

426 流山北高等学校 体育準備室前 流山市 流山市中野久木7-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 04-7154-2100

427 流山北高等学校 職員玄関 流山市 流山市中野久木7-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:15～16:45 無 04-7154-2100

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

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

429 特別支援学校流山高等学園 職員玄関 流山市 流山市野々下2-496-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 有 04-7148-0200

430 特別支援学校流山高等学園（第２キャンパス） 職員玄関（来客用下足箱内） 流山市 流山市名都借140 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 有 04-7150-6312

431 流山運転免許センター １階 流山市 前ヶ崎２１７ 毎日利用可能 終日 有 04-7147-2000

432 流山警察署 １階 流山市 三輪野山７４４－４ 毎日利用可能 終日 有 04-7159-0110

433 八千代高等学校 体育棟体育科研究室 八千代市 八千代市勝田台南1-1-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:25～16:55 無 047-484-2551

434 八千代高等学校 管理・教室棟１階事務室前 八千代市 八千代市勝田台南1-1-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:25～16:55 無 047-484-2551

435 八千代東高等学校 管理棟１階体育科前 八千代市 八千代市村上881-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-482-1751

436 八千代西高等学校 体育館体育準備室前 八千代市 八千代市吉橋2405-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 無 047-450-2451

437 八千代西高等学校 管理棟事務室前 八千代市 八千代市吉橋2405-1 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～16:50 有 047-450-2451

438 八千代特別支援学校 木工班作業室 八千代市 八千代市吉橋3088-4 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 047-450-6321

439 八千代特別支援学校 管理棟1階事務室内 八千代市 八千代市吉橋3088-4 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 047-450-6321

440 八千代警察署 １階 八千代市 萱田町６８１－３９ 毎日利用可能 終日 有 047-486-0110

441 千葉県福祉ふれあいプラザ ①２階ふれあいホール袖 我孫子市 本町３－１－２ 火?日　月曜日不可 8:30?21:30 無 04-7165-2883

442 千葉県福祉ふれあいプラザ
②５階介護予防トレーニングセンター受

付
我孫子市 本町３－１－２ 火?日　月曜日不可 8:30?21:30 無 04-7165-2885

443 千葉県福祉ふれあいプラザ ③６階福祉ふれあいプラザ事務室 我孫子市 本町３－１－２ 火?日　月曜日不可 9:00?21:00 無 04-7165-2881

444 手賀沼終末処理場 ①管理棟１F 我孫子市 相島新田85-5 毎日利用可能 0:00～24:00 無 04-7143-9144

445 手賀沼終末処理場 ②脱水機棟１F 我孫子市 相島新田85-5 毎日利用可能 0:00～24:00 無 04-7143-9144



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

446 手賀沼終末処理場 ③焼却棟１F 我孫子市 相島新田85-5 毎日利用可能 0:00～24:00 無 04-7143-9144

447 我孫子高等学校 保健室前廊下 我孫子市 我孫子市新々田172 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 04-7189-4051

448 我孫子高等学校 格技場１階玄関 我孫子市 我孫子市新々田172 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 無 04-7189-4051

449 我孫子東高等学校 普通教室棟4階 我孫子市 我孫子市新々田172 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～17:00 無 04-7189-4051

450 我孫子東高等学校 体育館１階体育準備室 我孫子市 我孫子市新々田172 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～17:00 無 04-7189-4051

451 我孫子東高等学校 職員玄関 我孫子市 我孫子市新々田172 月～金　土日祝日は利用不可 8:20～17:00 無 04-7189-4051

452 我孫子特別支援学校 校長室前 我孫子市 我孫子市新木字大山下1685 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:00 有 04-7187-0831

453 湖北特別支援学校 管理特別教室棟１階事務室前 我孫子市 我孫子市日秀70 月～金　土日祝日は利用不可 8:00～17:00 有 04-7188-0596

454 我孫子警察署 １階 我孫子市 柴崎９０４－１ 毎日利用可能 終日 有 04-7182-0110

455 我孫子高等技術専門校 １階職員室 我孫子市 久寺家684－1 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 無 04‐7184‐6411

456 安房健康福祉センター 鴨川地域保健センター １階事務室 鴨川市 横渚１４５７－１ 月～金　土日祝日は利用不可 8:30～17:15 有 04-7092ー4511

457 内浦山県民の森 総合センター　フロント前 鴨川市 内浦3228 年中無休 8:30～16:30 有 04-7095-2821

458 長狭高等学校 管理棟１階事務室前（玄関） 鴨川市 鴨川市横渚100 月～金　土日祝日は利用不可 8:00～21:40 無 04-7092-1225

459 長狭高等学校 小体育館体育教官室出入口外壁面 鴨川市 鴨川市横渚100 月～金　土日祝日は利用不可 8:00～18:00 無 04-7092-1225

460 安房特別支援学校（鴨川分教室） 保健室前 鴨川市 鴨川市横渚500 月～金　土日祝日は利用不可 8:10～16:40 有 0470-93-6960

461 鴨川警察署 １階 鴨川市 横渚１４６５ 毎日利用可能 終日 有 04-7092-0110

462 鴨川青年の家 管理研修棟２階ホール 鴨川市 太海122-1
月曜（祝日の場合は翌日）以

外
8:15～17:00 有 04-7093-1666

463 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

464 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

465 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

466 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

467 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

468 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

469 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

470 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

471 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

472 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

473 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

474 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

475 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

476 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

477 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

478 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

479 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

480 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

481 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

482 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

483 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

484 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

485 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

486 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

487 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

488 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

489 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

490 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



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

491 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

492 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

493 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

494 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

495 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

496 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

497 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

498 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

499 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

500 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

501 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

502 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

503 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

504 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

505 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

506 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

507 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

508 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

509 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

510 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

511 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

512 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

513 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

514 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

515 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

516 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

517 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

518 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

519 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

520 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

521 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

522 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

523 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

524 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

525 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

526 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

527 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

528 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

529 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

530 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

531 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

532 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

533 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

534 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

535 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

536 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

537 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

538 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

539 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



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

540 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

541 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

542 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

543 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

544 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

545 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

546 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

547 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

548 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

549 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

550 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

551 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

552 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

553 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

554 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

555 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

556 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

557 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

558 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

559 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

560 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

561 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

562 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

563 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

564 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

565 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

566 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

567 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

568 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

569 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

570 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

571 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

572 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

573 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

574 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

575 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

576 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

577 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

578 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

579 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

580 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

581 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



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

582 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

583 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

584 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

585 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

586 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

587 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

588 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

589 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

590 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

591 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

592 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

593 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

594 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

595 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

596 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

597 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

598 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

599 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

600 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

601 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

602 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

603 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

604 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

605 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

606 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

607 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

608 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

609 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

610 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

611 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

612 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

613 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

614 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

615 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

616 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

617 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

618 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

619 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

620 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

621 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

622 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

623 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



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

624 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


