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◎住居衛生相談 

住まいにおける人の健康を損なうおそれのある要因等についての相談や、関連する機関

等の情報提供を行っています。 

 

相談内容 

１ 室内空気環境（揮発性有機化合物等）について 

２ ねずみ・衛生害虫について 

３ アタマジラミについて 

相談時間  月～金曜日（祝・祭日を除く。）午前９時～正午、午後１時～午後５時 

相談窓口  各保健所（健康福祉センター） 

 

■その他の相談■ 

◎人権相談 

いじめや体罰を受けた、暴行や虐待を受けた、差別を受けたなど、人権を侵害されたり、

人権問題でお困りの場合には、法務局・地方法務局、その支局に気軽に御相談ください。 

人権擁護委員又は法務局職員がその内容を十分聴いた上、権利を守るために必要な手続

きを助言したり、その問題を取り扱う関係官公署等に紹介するなど、それぞれの場合に応

じた解決の手助けを行います。 

人権相談所一覧 

名   称 所 在 地 電話番号 

全国共通人権相談ダイヤル 

(みんなの人権 110 番) 
最寄りの法務局につながります。 0570(003)110 

千葉地方法務局人権擁護課 

(1)子どもの人権 110 番 

(2)女性の人権ホットライン 

〒260-8518 

千葉市中央区中央港 1-11-3 

043(302)1319 

(1)0120(007)110 

(2)0570(070)810 

千葉地方法務局佐倉支局 
〒285-0811 

佐倉市表町 1-20-11 
043(484)1222 

千葉地方法務局茂原支局 
〒297-0078 

茂原市高師台 1-5-3 
0475(24)2188 

千葉地方法務局松戸支局 
〒271-8518 

松戸市岩瀬 473-18 
047(363)6278 

千葉地方法務局柏支局 
〒277-0005 

柏市柏 6-10-25 
04(7167)3309 

千葉地方法務局木更津支局 
〒292-0057 

木更津市東中央 3-1-7 
0438(22)2531 
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千葉地方法務局館山支局 
〒294-0045 

館山市北条 2169-1 
0470(22)0620 

千葉地方法務局匝瑳支局 
〒289-2141 

匝瑳市八日市場ハ 678-3 
0479(72)0334 

千葉地方法務局香取支局 
〒287-0001 

香取市佐原ロ 2122-40 
0478(52)3391 

千葉地方法務局船橋支局 
〒273-8558 

船橋市海神町 2-284-1 
047(431)3681 

千葉地方法務局市川支局 
〒272-0805 

市川市大野町 4-2156-1 
047(339)7701 

受付時間 １ 人権の相談       平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

２ 子どもの人権 110 番  平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

３ 女性の人権ホットライン 平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

 

◎人権擁護委員 

人権擁護委員は、地域住民で人格識見が高く、広く社会の実情に通じ人権擁護につい

て理解のある方を市町村長が推薦し、法務大臣が委嘱します。千葉県内には４５９名（令

和４年 4 月 1 日現在）が各市町村に配置されています。 

◎戦没者遺族相談員 

相談員は民間人で、その地域の住民で社会的人望があり、かつ戦没者遺族の援護に熱意

と識見を有する方の中から知事が推薦し、厚生労働大臣が業務を委託します。 

業務内容 

１ 戦没者遺族についての各種年金、給付金等の受給に関する相談に応じ、必要な指

導を行うこと 

２ 戦没者遺族の生活上の問題に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと 

３ その他前各号に附帯する事項に関する相談に応じ必要な指導を行うこと 

委託期間   2 年 

定  員   34 人でそれぞれ一定区域を受け持っています。 

問合せ先   県庁 健康福祉指導課 援護班 電話 043(223)2337 

◎戦傷病者相談員 

相談員は民間人で、その地域の住民で社会的人望があり、かつ戦傷病者の援護に熱意と

識見を有する方の中から知事が推薦し、厚生労働大臣が業務を委託します。 

業務内容 

１ 戦傷病者手帳の交付、療養の給付、補装具の支給等の受給に関する相談に応じ必

要な指導を行うこと 
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２ 恩給、傷害年金等の請求に関すること、及び身体障害者更生援護施設等の各種社

会福祉施設等の利用に関する相談に応じ必要な指導を行うこと 

３ 戦傷病者の生活上の問題に関する相談に応じ必要な指導を行うこと 

委託期間   2 年 

定  員   7 人でそれぞれ一定区域を受け持っています。 

問合せ先   県庁 健康福祉指導課 援護班 電話 043(223)2337 

 

◎ハローワーク等の職業紹介施設 

ハローワーク等では、仕事を探している方に対し、就職（転職）についての相談、適性

や希望にあった職場への職業紹介を行っています。また、雇用保険の支給等の仕事もして

います。費用は一切無料です。 

名   称 所  在  地 電  話 

ハローワーク千葉 
〒261-0001 

千葉市美浜区幸町 1-1-3 
043(242)1181 

ハローワーク千葉南 

〒260-0842 

千葉市中央区南町 2-16-3 

海気館蘇我駅前ビル 3 階・4 階 

043(300)8609 

ハローワーク市川 
〒272-8543 

市川市南八幡 5-11-21 
047(370)8609 

ハローワーク銚子 
〒288-0041 

銚子市中央町 8-16 
0479(22)7406 

ハローワーク館山 
〒294-0047 

館山市八幡 815-2 
0470(22)2236 

ハローワーク木更津 

〒292-0831 

木更津市富士見 1-2-1 

スパークルシティ木更津ビル 5 階 

0438(25)8609 

ハローワーク佐原 
〒287-0002 

香取市北 1-3-2 
0478(55)1132 

ハローワーク茂原 

〒297-0078 

茂原市高師台 1-5-1 

茂原地方合同庁舎 1 階 

0475(25)8609 

ハローワークいすみ 
〒298-0004 

いすみ市大原 8000-1 
0470(62)3551 

ハローワーク松戸 

〒271-0092 

松戸市松戸 1307-1 

松戸ビル 3 階・5 階・10 階 

047(367)8609 
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ハローワーク野田 
〒278-0027 

野田市みずき 2-6-1 
04(7124)4181 

ハローワーク船橋 

（第一庁舎） 

〒273-0011 

船橋市湊町 2-10-17 

（雇用保険適用、各種助成金、求人受付） 

047(431)8287 

ハローワーク船橋 

（第二庁舎） 

〒273-0005 

船橋市本町 2-1-1 

船橋スクエア 21 ビル 4 階・7 階 

（職業相談、雇用保険受給） 

047(420)8609 

ハローワーク成田 

（からべ庁舎） 

〒286-0036 

成田市加良部 3-4-2 

（障害者及び外国人の職業相談・雇用保険

受給、新規学卒者の職業相談、雇用保険適

用、各種助成金、求人受付） 

0476(27)8609 

ハローワーク成田 

（駅前庁舎） 

〒286-0033 

成田市花崎町 828-11 

スカイタウン成田 3 階 

（からべ庁舎の対象者以外の職業相談・雇

用保険受給） 

0476(89)1700 

千葉新卒応援ハローワーク 

〒260-0028 

千葉市中央区新町 3-13 

日本生命千葉駅前ビル 1 階 

 

043(307)4888 

ふなばし新卒応援 

ハローワーク 

〒273-0005 

船橋市本町 1-3-1 

船橋フェイスビル 9 階 

047(426)8474 

まつど新卒応援ハローワーク 
〒271-0092 

松戸市松戸 1307-1 松戸ビル 3 階 

047(367)8609 

(48#) 

柏わかものハローワーク 

〒277-0005 

柏市柏 4-8-1 

柏東口金子ビル 3 階 

04(7166)8611 

ハローワークプラザちば 

〒260-0028 

千葉市中央区新町 3-13 

日本生命千葉駅前ビル 1 階 

043(238)8300 

ハローワークプラザ柏 

〒277-0005 

柏市柏 4-8-1 

柏東口金子ビル 3 階 

04(7166)8609 
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ハローワークプラザ市原 

〒290-0050 

市原市更級 5-1-18 

市原市勤労会館（you ホール）1 階 

0436(23)6941 

マザーズハローワークちば 

〒260-0028 

千葉市中央区新町 3-13 

日本生命千葉駅前ビル 1 階 

043(238)8100 

ハローワーク松戸 

マザーズコーナー 

〒271-0092 

松戸市松戸 1307-1 

松戸ビル３階  

047(367)8609 

ハローワーク千葉南 

マザーズコーナー 

〒290-0050 

市原市更級 5-1-18 

市原市勤労会館(you ホール)１階 

0436(26)8186 

ハローワーク木更津 

マザーズコーナー 

〒292-0831 

木更津市富士見 1-2-1 

スパークルシティ木更津ビル 5 階 

0438(25)0881 

ハローワーク市川 

マザーズコーナー 

〒272-0033 

市川市市川南 1-1-1 

ザ・タワーズ・イースト 3 階 

047(323)8609 

ハローワーク船橋 

マザーズコーナー 

〒273-0005 

船橋市本町 2-1-1 

船橋スクエア 21 ビル 4 階 

047(420)8609 

(43#) 

ハローワーク成田 

マザーズコーナー 

〒286-8585 

成田市花崎町 760 成田市役所 2 階 
0476(20)0567 

千葉市ふるさとハローワーク

いなげ 

〒263-8733 

千葉市稲毛区穴川 4-12-1 

千葉市稲毛区役所 2 階 

043(284)0800 

千葉市ふるさとハローワーク

みどり 

〒266-8733 

千葉市緑区おゆみ野 3-15-3 

千葉市緑区役所 3 階 

043(300)1611 

東金市地域職業相談室 

〒283-0068 

東金市東岩崎 1-3 

東金市役所別棟 1 階 

0475(52)1104 

流山市地域職業相談室 

〒270-0111 

流山市江戸川台東 1-4 

新川 JA ビル 2 階 

04(7156)7888 
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旭市地域職業相談室 

〒289-2504 

旭市二の 2787 番地１ 

あさひ市民センター１階 

0479(62)5359 

佐倉市地域職業相談室 

〒285-0005 

佐倉市宮前 3-4-1 

ミレニアムセンター佐倉 3 階 

043(483)3180 

浦安市ふるさとハローワーク 

〒279-0012 

浦安市入船 1-4-1 

イオン新浦安店 4 階 

浦安市民プラザ wave101 内 

047(381)8609 

八千代市地域職業相談室 

〒276-8501 

八千代市大和田新田 312-5 

八千代市役所 1 階 

047(483)1151 

我孫子市地域職業相談室 

〒270-1151 

我孫子市本町 2-4-2 

サンビーンズビル 6 階 

04(7165)2786 

鴨川市ふるさとハローワーク 

〒296-8601 

鴨川市横渚 1450 

鴨川市役所１階 

04(7093)7853 

ふるさとハローワーク 

ならしの 

〒275-001６ 

習志野市津田沼 5-12-12 

サンロード津田沼ビル４階 

047(408)0055 

◎千葉県労働相談センター 

賃金不払い、解雇、パワハラ・セクハラ、労働時間、休日、配置転換・出向等の雇用に

伴う労働問題、職場のストレスなどの心の健康に関する問題でお悩みの労働者又は使用者

の方からのご相談を、専任の相談員、弁護士、公認心理師等が承ります。 

相談電話 043(223)2744 

相談窓口 千葉県労働相談センター 

所在地  千葉市中央区市場町 1-1 千葉県庁本庁舎 2 階 

１ 一般労働相談（来所による相談は要予約） 

相談時間 月～金曜日（祝日・年末年始を除く） 

午前 9 時～午後５時（来所又は電話による相談） 

午後５時～午後 8 時（電話相談のみ。 

最終受付時間は午後 7 時 45 分） 

２ 弁護士による特別労働相談（来所による相談：要予約。 

予約受付は相談日の前々日まで） 
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相談時間 原則として、毎月第１、３金曜日 午後１時～３時 

３ 働く人のメンタルヘルス特別労働相談（来所又は電話による相談：要予約） 

相談時間 原則として、毎月第４水曜日 午後５時 30 分～７時 30 分 

◎千葉県ジョブサポートセンター 

千葉県ジョブサポートセンターは、千葉県と国（ハローワーク）が協力して再就職に向

けた様々な支援をワンストップで行う総合支援施設です。 

所在地 千葉市中央区新町 3-13 日本生命千葉駅前ビル３階（JR 千葉駅より徒歩５分） 

電 話   043(245)9420（暮らしにマル） 

F A X   043(245)9421 

利用時間 【月～金曜日】午前 9 時～午後 5 時（※最終受付は午後４時３０分） 

【第１・３・５土曜日】午前 10 時～午後 5 時（※） 

休館日   第２・４土曜、日曜・祝日、年末年始(12 月 29 日～1 月 3 日) 

◎動物（ペット）に関する相談 

動物の適正な飼い方や管理方法に関する相談等を受けております。 

相談内容 

１ 動物の適正飼養について 

動物の飼い方・犬のしつけ方に関する相談、動物が行方不明になったとき・動

物を保護したときの相談、犬及び猫の譲渡・新しい飼い主探し、犬及び猫の引取

りに関する相談を受けております。 

２ 犬による人への危害防止について 

犬の飼養管理指導、飼い犬が人をかんだときの届出、野犬等の捕獲に関する相

談を受けております。 

３ 第一種及び第二種動物取扱業に関する手続きについて 

第一種及び第二種動物取扱業を行う場合の登録等に関する相談を受けています。 

４ 特定動物の飼養・保管について 

サル、トラ、ワニなどの「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」で定める

特定動物を飼う場合の許可等に関する相談を受けています。 

5 多頭飼養届出について 

犬又は猫をあわせて 10 頭以上飼養する際に必要となる、多頭飼養届に関する相

談を受けております。 

※3．4．5 については、最寄りの保健所（健康福祉センター）にお願いします。 

相談時間 月～金曜日（祝・祭日を除く。） 午前９時～正午、午後 1 時～午後５時 

相談窓口 

１ 千葉県動物愛護センター 本所 

所在地 〒286-0211 富里市御料 709-1 

電 話  0476(93)5711 
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ＦＡＸ    0476(93)5326 

千葉県動物愛護センター 東葛飾支所 

所在地 〒277-0941 柏市高柳 1018-6 

電 話  04(7191)0050 

ＦＡＸ    04(7193)2387 

２ 各保健所（健康福祉センター） 

◎千葉県消費者センター 

社会経済の進展に伴い、消費者を取り巻く環境は複雑・多様化しています。 

 県消費者センターでは、消費生活相談員が、消費者と事業者間の商品の購入やサービ

スの提供に係る販売方法・契約のトラブルなど消費生活や多重債務、個人情報の保護に

関する相談をお受けし、解決のための助言などを行っています。 

  相談専用電話 047(434)0999 

     ＦＡＸ 047(431)3858 

 

相談時間 月～土曜日（日曜・祝日・年末年始を除く。） 

平 日：午前 9 時～午後 4 時 30 分 

土曜日：午前 9 時～午後 4 時 

所 在 地 〒273-0014 船橋市高瀬町 66-18 

 

このほか、暮らしに役立つ消費生活に関する知識を深めていただくため、無料で、講

師派遣やＤＶＤなどの消費者教育教材の閲覧・貸出を行っています。詳しくは、電話

047(431)3811 へお問い合わせください。 

 

 なお、県内各市町村にも、消費生活相談窓口が設置されています。 

 各市の消費生活センターは下表一覧のとおりです。 

相談窓口がわからない場合は、３桁の電話番号「消費者ホットライン 188（いやや！）」

にお電話ください。 

 消費者ホットラインは、全国共通の電話番号です。お住まいの市町村の相談窓口が相談

日でない場合は、県または国民生活センターの相談窓口につながります。受け付けた窓口

では、その名称をお伝えしていますので、必ずその相談窓口名を御確認ください。 

各市消費生活センター一覧 

名  称 所  在  地 電 話 

千葉市 

消費生活センター 

〒260-0045 

千葉市中央区弁天 1-25-1 

TEL043(207)3000 

FAX043(207)3111 

銚子市 

消費生活センター 

〒288-8601 

銚子市若宮町 1-1(銚子市役所内) 

TEL0479(24)8194 

FAX0479(25)0277 
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市川市 

消費生活センター 

〒272-0033 

市川市市川南 1-1-1 ｻﾞ ﾀﾜｰｽﾞ ｲｰｽﾄ 213 

TEL047(320)0666 

FAX047(320)0669 

船橋市 

消費生活センター 

〒273-0005 

船橋市本町 1-3-1 フェイスビル５階 

TEL047(423)3006 

FAX047(423)3040 

木更津市 

消費生活センター 

〒292-8501 

木更津市朝日 3-10-19 木更津市役所朝日庁舎 

TEL0438(20)2234 

FAX0438(25)3566 

松戸市 

消費生活センター 

〒271-0073 

松戸市小根本 7-8 京葉ガス F 松戸第 2 ﾋﾞﾙ 5 階 

TEL047(365)6565 

FAX047(365)9606 

野田市 

消費生活センター 

〒278-8550 

野田市鶴奉 7-1(野田市役所内) 

TEL04(7123)1084 

FAX04(7189)7870 

茂原市 

消費生活センター 

〒297-8511 

茂原市道表 1（茂原市役所内） 

TEL0475(20)1101 

FAX0475(20)1600 

成田市 

消費生活センター 

〒286-8585 

成田市花崎町 760(成田市役所内） 

TEL0476(23)1161 

FAX0476(24)2185 

佐倉市 

消費生活センター 

〒285-0005 

佐倉市宮前 3-4-1  

ミレニアムセンター佐倉 3 階 

TEL043(483)4999 

FAX043(483)8604 

東金市 

消費生活センター 

〒283-8511 

東金市東岩崎 1-1（東金市役所内） 

TEL0475(50)1238 

FAX0475(50)1293 

旭市 

消費生活センター 

〒289-2504 

旭市二の 2132（旭市役所内） 

TEL0479(62)8019 

FAX0479(62)4200 

習志野市 

消費生活センター 

〒275-0016 

習志野市津田沼 5-12-12 

サンロード津田沼 4 階 

TEL047(451)6999 

FAX047(453)5747 

柏市 

消費生活センター 

〒277-0004 

柏市柏下 73 中央体育館管理棟 1 階 

TEL04(7164)4100 

FAX04(7164)4327 

市原市 

消費生活センター 

〒290-0081 

市原市五井中央西 1-1-25 サンプラザ市原 2 階 

TEL0436(21)0999 

FAX0436(21)0899 

流山市 

消費生活センター 

〒270-0192 

流山市平和台 1-1-1(流山市役所第 2 庁舎 2 階) 

TEL04(7158)0999 

FAX04(7158)2721 

八千代市 

消費生活センター 

〒276-8501 

八千代市大和田新田 312-5（八千代市役所多目

的棟） 

TEL047(485)0559 

FAX047(486)0792 
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我孫子市 

消費生活センター 

〒270-1151 

我孫子市本町 3-2-1 アビイクオーレ 2 階 

（イトーヨーカドー我孫子南口店） 

TEL04(7185)0999 

FAX04(7182)8080 

鎌ケ谷市 

消費生活センター 

〒273-0195 

鎌ケ谷市新鎌ケ谷 2-6-1（鎌ケ谷市役所内） 

TEL047(445)1246 

FAX047(445)1400 

君津市 

消費生活センター 

〒299-1192 

君津市久保 2-13-1（君津市役所内） 

TEL0439(56)1529 

FAX0439(56)1629 

浦安市 

消費生活センター 

〒279-8501 

浦安市猫実 1-1-1（浦安市役所内） 

TEL047(390)0030 

FAX047(390)6521 

四街道市 

消費生活センター 

〒284-0005 

四街道市四街道 1-20-23 

TEL043(422)2155 

FAX043(422)2164 

袖ケ浦市 

消費生活センター 

〒299-0292 

袖ケ浦市坂戸市場 1-1（袖ケ浦市役所内） 

TEL0438(62)3134 

FAX0438(62)3134 

八街市 

消費生活センター 

〒289-1192 

八街市八街ほ 35 番地 29（八街市役所内） 

TEL043(443)9299 

FAX043(442)6416 

印西市 

消費生活センター 

〒270-1396 

印西市大森 2364-2（印西市役所内） 

TEL0476(42)3306 

FAX0476(42)3306 

白井市 

消費生活センター 

〒270-1492 

白井市復 1123（白井市役所内） 

TEL047(492)1111 

(内 3202) 

FAX047(491)3554 

富里市 

消費生活センター 

〒286-0292 

富里市七栄 652-1（富里市役所内） 

TEL0476(93)5348 

FAX0476(93)2101 

匝瑳市 

消費生活センター 

〒289-2198 

匝瑳市八日市場ハ 793-2（匝瑳市役所内） 

TEL0479(74)7007 

FAX0479(72)1117 

香取市 

消費生活センター 

〒287-8501 

香取市佐原口 2127（香取市役所内） 

TEL0478(50)1300 

FAX0478(54)2855 

山武市 

消費生活センター 

〒289-1392 

山武市殿台 296（山武市役所内） 

TEL0475(82)8453 

FAX0475(82)2107 

大網白里市 

消費生活センター 

〒299-3292 

大網白里市大網 115-2（大網白里市役所内） 

TEL0475(70)0344 

FAX0475(72)8454 

◎公害苦情相談 

騒音、振動、悪臭、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、地盤沈下などの公害、産業廃棄物・

残土の不法投棄などに関する相談は次の機関で取り扱っています。 

 お住まいの市町村の公害担当主管課や地域振興事務所などにお問い合わせください。公
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害苦情相談員が、必要に応じて関係機関と連絡を取り、発生源に対する指導や助言などを

行います。 

市町村……………………公害担当主管課  

県地域振興事務所………各地域環境保全課 

 

葛南地域振興事務所 電話 ０４７（４２４）８０９２ 

FAX ０４７（４２１）１５９０ 

東葛飾地域振興事務所 電話 ０４７（３６１）４０４８ 

FAX ０４７（３６１）４０９８ 

印旛地域振興事務所 電話 ０４３（４８３）１４４７ 

FAX ０４３（４８６）７５７０ 

香取地域振興事務所 電話 ０４７８（５４）７５０５ 

FAX ０４７８（５２）５５２９ 

海匝地域振興事務所 電話 ０４７９（６４）２８２５ 

FAX ０４７９（６３）９８９８ 

山武地域振興事務所 電話 ０４７５（５５）３８６２ 

FAX ０４７５（５５）８３１２ 

長生地域振興事務所 電話 ０４７５（２６）６７３１ 

FAX ０４７５（２６）６７３３ 

夷隅地域振興事務所 電話 ０４７０（８２）２４５１ 

FAX ０４７０（８２）４１６４ 

安房地域振興事務所 電話 ０４７０（２２）８７１１ 

FAX ０４７０（２２）００７４ 

君津地域振興事務所 電話 ０４３８（２３）２２８５ 

FAX ０４３８（２３）２２８７ 

 

県庁………………………環境生活部各課 

環境政策課 電話 ０４３（２２３）４６６０ 

FAX ０４３（２２２）８０４４ 

大気保全課 電話 ０４３（２２３）３８０５ 

FAX ０４３（２２４）０９４９ 

水質保全課 電話 ０４３（２２３）３８７１ 

FAX ０４３（２２２）５９９１ 

自然保護課 電話 ０４３（２２３）２９７１ 

FAX ０４３（２２５）１６３０ 

循環型社会推進課 電話 ０４３（２２３）２６４５ 

FAX ０４３（２２１）３９７０ 

廃棄物指導課 電話 ０４３（２２３）３８０１ 

FAX ０４３（２２１）５７８９ 
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また、公害紛争が発生し、当事者間での解決が難しい場合には、その紛争を解決する機

関として、国においては公害等調整委員会があるほか、県には千葉県公害審査会が設置さ

れています。（事務局：環境政策課） 

◎交通事故相談所 

交通事故に遭った場合、損害賠償請求などさまざまな問題が生じます。県では、交通事

故でお困りの方のために、交通事故相談や心のケアに関する相談を専任相談員及び臨床心

理士（本所に限る。）が無料で行っています。 

また、市町への巡回相談も実施していますので、詳しくは最寄りの相談所へお問い合わ

せください。 

相談時間 月～金曜日（祝日及び年末年始を除く。） 

午前９時～12 時、午後 1 時～５時〔受付は午後４時３０分まで〕 

《所在地》 

本所 

〒260-8667 千葉市中央区市場町 1-1 県庁本庁舎 2 階 

電話 043(223)2264 

FAX 043(221)2969（くらし安全推進課） 

東葛飾支所 
〒271-8560 松戸市小根本７ 東葛飾合同庁舎４階 

     電話 047(368)8000 

安房支所 
〒294-0045 館山市北条 402-1 安房合同庁舎１階 

     電話 0470(22)7132 

 

◎犯罪被害者等の方々への支援 

犯罪による被害に遭われた方々は、直接的な被害に加え、事件後の精神的、身体的、経

済的な様々な困難などの二次的被害に苦しめられています。  

県、（公社）千葉犯罪被害者支援センター、ＮＰＯ法人千葉性暴力被害支援センターちさ

とでは、こうした犯罪に遭われた方やそのご家族、ご遺族の方々からの犯罪被害者相談を

行っています。 

県の犯罪被害者相談窓口 

相談内容 犯罪被害者支援に関する情報提供及び支援機関の紹介 

相談電話 
電話 043(223)2267（県職員が対応します） 

FAX 043(221)2969 

相談時間 
月曜～金曜（祝日・年末年始は除く。） 

午前９時～午後５時 

所在地 
〒260-8667 千葉市中央区市場町 1-1 

環境生活部くらし安全推進課防犯対策推進室（県庁本庁舎４階） 
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 （公社）千葉犯罪被害者支援センター（犯罪被害全般の相談） 

相談内容 
電話相談、面接相談(カウンセリング) ※、直接的支援(病院、警察署、

裁判所等への付添い支援)  ※要予約 

相談電話 電話 043(225)5450 

相談時間 
月曜～金曜（祝日・年末年始は除く。） 

午前 10 時～午後 4 時 

所在地 
〒260-0013 千葉市中央区中央 3-9-16  

 大樹生命千葉中央ビル 7 階 

 

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター（2 カ所） 

性犯罪、性暴力被害を受けた方が必要としているサポートを、できるだけワンストップ
で提供します。 

支援内容：電話相談、面接相談※、医療支援、カウンセリング※、法律相談※ 

付添い支援 (病院、警察署、裁判所等への付添い)     ※要予約 

【ＮＰＯ法人千葉性暴力被害支援センターちさと】  【（公社）千葉犯罪被害者支援センター】 

相談電話 

ほっとこーる  

043(251)8500 相談電話 
性犯罪・性暴力被害専用  

043(222)977 

相談時間 

月曜～金曜  

午前９時～午後９時 

土曜     

午前９時～午後 5 時 

（祝日、年末年始は除く。） 

※被害直後の緊急医療支援

は、２４時間 365 日対応 

相談時間 

月曜～金曜 

（祝日・年末年始は除く。） 

午前 10 時～午後 4 時 

所在地 

〒260-0042 

千葉市中央区椿森 4-1-2 

国立病院機構 

千葉医療センター内 

所在地 

〒260-0013 

千葉市中央区中央 3-9-16 

大樹生命千葉中央ビル 7 階 

◎住まい情報プラザ 

現在の住宅に関する問題は多岐にわたっており、それに対応する機関・サ－ビスもまた

多様なものとなっています。住まい情報プラザでは、県民の皆様が必要な情報を入手する

お手伝いをしています。 

相談窓口 千葉県住宅供給公社総合案内所内 

所在地  〒260-0016 千葉市中央区栄町 1-16 

相談電話 043(223)3266 

ＦＡＸ  043(223)0003 
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受付時間 

日曜・祝日・年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）を除く毎日 午前９時～午後５時 

（土曜日と祝日が重なった場合は営業します） 

業務内容 

１ 公営住宅関係 

県営住宅の入居者募集の説明、および募集案内書の配布。 

市町村営住宅についての案内。 

２ UR 都市機構・公社関係 

独立行政法人都市再生機構（通称：UR 都市機構）、千葉県住宅供給公社が募集

する賃貸住宅、宅地分譲の案内及び募集案内書の配布。 

３ 住宅に関する問題等の情報提供および相談先案内 

一般的な内容であれば窓口で説明し、資料をお渡しします。詳細は、次の相談窓

口へお問い合わせください。 

 

《代表的な相談窓口》 

相談内容 相談先 

県営住宅 千葉県住宅供給公社、県庁住宅課県営住宅管理班 

市町村営住宅 市役所、町役場、村役場等の担当課 

千葉県住宅供給公社住宅 千葉県住宅供給公社 

都市再生機構住宅 UR 都市機構 

住宅ローン 取扱金融機関、住宅金融支援機構(フラット 35) 

高齢者向け住宅情報全般 一般財団法人 高齢者住宅財団 

サービス付き高齢者向け住宅 県庁住宅課住宅支援班 

特定優良賃貸住宅 県庁住宅課住宅支援班 

住宅のバリアフリー改修 公益財団法人 住宅リフォ－ム・紛争処理支援センター、 

千葉県福祉ふれあいプラザ 

耐震診断 公益社団法人 千葉県建築士事務所協会、 

一般社団法人 千葉県建築士会 

マンション 公益財団法人 マンション管理センター 

住宅紛争・住宅相談 公益財団法人 住宅リフォ－ム・紛争処理支援センター、 

住宅紛争審査会（弁護士会）、県庁建設・不動産業課建設

業班（建設工事）、同課不動産業班（住宅・土地売買） 

住宅の品質確保の促進等に関

する法律 

県庁住宅課住宅政策班（制度の一般的事項）、 

公益財団法人 住宅リフォ-ム・紛争処理支援センター 
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建築関係法令 県庁建築指導課、建設予定地の建築確認申請を担当する 

地方公共団体等の機関 

◎無料低額診療施設 

無料低額診療事業とは、生計困難者が経済的な理由により必要な医療を受ける機会を制

限されることのないよう、社会福祉法第 2 条第 3 項第 9 号の規定に基づき届出を行った

社会福祉法人または医療法人等が経営する医療機関が、生活困窮者に対し無料または低額

な料金で診療を提供する第二種社会福祉事業です。 

生活保護を受けている患者及び医療費の減免を受ける患者数が、総延患者数の 10 パー

セント以上であることなどが、事業開始の条件となっています。 

対象者 

低所得者、要保護者、ホームレス、DV 被害者、人身取引被害者等の生計困難者 

利用手続 

当該事業を実施している医療機関の窓口において、生活困窮の状況を相談していただ

き、その内容により、医療費自己負担分の一部または全部の減免措置が決定されます。 

《施設一覧》 

施 設 名 郵便番号 所 在 地 電  話 経営主体 

九十九里ホーム 

病院 
289-2147 

匝瑳市飯倉

21 
0479(72)1131 （福）九十九里ホーム 

千葉県済生会 

習志野病院 
275-8580 

習志野市泉町

1-1-1 
047(473)1281 

（福）恩賜財団済生会支部 

千葉県済生会 

聖隷佐倉 

市民病院 
285-8765 

佐倉市江原台

2-36-2 
043(486)1151 （福）聖隷福祉事業団 

東葛病院 270-0153 
流山市中 

102-1 
04(7159)1011 （医）東京勤労者医療会 

東葛病院付属 

診療所 
270-0174 

流山市下花輪

409-6 
04(7158)7710 （医）東京勤労者医療会 

東葛病院付属流山

セントラルパーク

駅前診療所 

270-01５2 

流山市前平井 

15５ 

わかばビル２

階 

04(7157)0100 （医）東京勤労者医療会 

市川市民診療所 272-0032 
市川市大洲

4-10-21 
047(376)2788 

（医）千葉県勤労者医療

協会 

かまがや診療所 273-0112 
鎌ケ谷市東中

沢 1-15-61 
047(446)3611 

（医）千葉県勤労者医療

協会 
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いちはら協立診療

所 
290-0051 

市原市君塚

2-17-7 
0436(23)9201 

（医）かずさ勤労者医療

協会 

新松戸診療所 270-0034 
松戸市新松戸

4-2-２ 
047(343)9271 （医）東京勤労者医療会 

岡永歯科 272-0015 
市川市鬼高

3-11-9 
047(376)3503 岡永歯科 

安房地域医療センター 294-0014 
館山市山本

1155 
0470(25)5111 （福）太陽会 

八千代有床診療所 276-004０ 

八千代市緑が

丘西

3-13-21 

047(411)6020 （医）真温会 

スマイル歯科医院 270－0031 
松戸市横須賀

2－22－4 
047(702)3531 スマイル歯科医院 

野田南部診療所 278-0022 
野田市山崎

1737-2 
04(7121)0171 （医）東京勤労者医療会 

稲毛診療所 261-0005 

千葉市美浜区

稲毛海岸

4-11-3 

043(241)6961 
（医）千葉県勤労者医療

協会 

千葉健生病院付属

まくはり診療所 
262-0032 

千葉市花見川

区幕張町

5-392-3 

043(272)1081 
（医）千葉県勤労者医療

協会 

花園診療所 262-0025 

千葉市花見川

区花園

2-8-23 

043(272)7200 
（医）千葉県勤労者医療

協会 

千葉健生病院 262-0032 

千葉市花見川

区幕張町

5-392-4 

043(272)1211 
（医）千葉県勤労者医療

協会 

北部診療所 263-0016 
千葉市稲毛区

天台 3-4-5 
043(251)8131 

（医）千葉県勤労者医療

協会 

しょうじゅ 

クリニック 
261-0001 

千葉市美浜区

幸町 2-12-1 
043(203)5066 （福）兼愛会 

船橋二和病院 274-0805 
船橋市二和東

5-1-1 
047(448)7111 

（医）千葉県勤労者医療

協会 

船橋二和病院付属

ふたわ診療所 
274-0805 

船橋市二和東

3-16-1 
047(448)7660 

（医）千葉県勤労者医療

協会 

南浜診療所 273-0004 
船橋市南本町

6-5 
047(431)3717 

（医）千葉県勤労者医療

協会 
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◎生活困窮者の相談(生活困窮者自立支援制度) 

平成 27 年 4 月から生活困窮者自立支援法が施行され、新たに生活困窮者自立支援制度

が創設されました。 

この制度は、既存の制度では十分に対応できなかった生活保護に至る前の段階の生活困

窮者に対し、自立相談支援等を実施することで、「自立の促進」を図ることを目的として

います。 

一人ひとりの状況に応じて支援します 

生活や仕事に心配・不安・悩みを抱えておられる方に対し、地域において自立した生活

が行えるよう、相談支援員が無料で相談に応じ、問題解決に向けたお手伝いをします。 

例えば、 

生活費も少なくなってきて働きたいが、ずっと働いていないので就職が不安である。  

家族が引きこもっており、何とかしたいが相談できる人がいない。  

収入があっても、過去の借金返済に追われ、眠れない日が続いており、悩んでいる。  

最近収入が減ってきて、家賃が払えなくなってきている  

などです。 

対象者 

経済的な問題などで生活にお困りの方(生活保護を受給されている方は除きます）  

長期間、失業状態が続いている方  

引きこもり状態にある方など  

相談窓口について 

お住まいの市（町村にお住まいの方は最寄りの県保健所（健康福祉センター）が窓口を

設置していますので、お問い合わせください。 

※相談に来られない方は、直接出向いて相談をすることも可能です。 

※一人で悩まず、まずはご相談ください。秘密は厳守させていただきます。 

 

自治体別相談窓口一覧 

自治体名 窓口名 電話番号 

千葉市 千葉市生活自立・仕事相談センター中央 043-202-5563 

千葉市 千葉市生活自立・仕事相談センター花見川 043-307-6765 

千葉市 千葉市生活自立・仕事相談センター稲毛 043-207-7070 

千葉市 千葉市生活自立・仕事相談センター若葉 043-312-1723 

千葉市 千葉市生活自立・仕事相談センター緑 043-293-1133 

千葉市 千葉市生活自立・仕事相談センター美浜 043-270-5811 

銚子市 
銚子市自立支援相談センター 

（ちょうしサポートセンター） 

0479-24-0880 

0120-240-737 
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市川市 市川市生活サポートセンターそら 047-704-0010 

船橋市 
船橋市「保健と福祉の総合相談窓口」 

さーくる 
047-495-7111 

館山市 館山市社会福祉協議会 0470-23-5068 

木更津市 福祉部 自立支援課 0438-23-6716 

松戸市 松戸市自立相談支援センター 047-366-0077 

野田市 
野田市パーソナル 

サポートセンター 
04-7125-2212 

茂原市 長生ひなた 0475-36-3013 

成田市 暮らしサポート成田 0476-20-3399 

佐倉市 くらしサポートセンター佐倉 043-309-5483 

東金市 
東金ひと・しごと・くらしサポートセンタ

ー こころん 
0475-50-4251 

旭市 旭市社会福祉協議会 0479-57-3133 

習志野市 らいふあっぷ習志野 047-453-2090 

柏市 柏市地域生活支援センター（あいネット） 04-7165-8707 

勝浦市 夷隅ひなた 0470-64-6380 

市原市 いちはら生活相談サポートセンター 0436-37-3400 

流山市 流山市くらしサポートセンターユーネット 04-7197-5690 

八千代市 

①八千代市役所福祉総合相談室 

②八千代市社会福祉協議会くらしサポート

チーム ふらっと 

①047-421-6732 

②047-483-3021 

我孫子市 社会福祉課生活相談担当 
04-7185-1111 

（内線 394） 

鴨川市 鴨川市福祉総合相談センター 04-7093-1200 

鎌ケ谷市 生活支援相談窓口 047-445-1286 

君津市 生活自立支援センターきみつ 0439-56-1245 

富津市 くらしと仕事の相談支援センター 0439-32-1520 

浦安市 総合相談窓口 047-712-6856 
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四街道市 くらしサポートセンター「みらい」 043-421-3003 

袖ケ浦市 自立相談支援室 0438-62-3159 

八街市 自立相談支援窓口 043-443-0748 

印西市 いんざいワーク・ライフサポートセンター 0476-85-8267 

白井市 白井市くらしと仕事のサポートセンター 047-497-3650 

富里市 生活困窮者自立支援相談窓口 0476-93-4193 

南房総市 生活支援相談窓口 0470-29-3729 

匝瑳市 生活支援相談窓口 0479-67-5200 

香取市 香取自立支援相談センター 0478-79-0516 

山武市 生活・就労相談室 0475-80-1301 

いすみ市 自立相談支援センター 0470-87-8857 

大網白里市 大網白里市生活相談センター C るーと 0475-77-8770 

印旛郡（酒々井町、栄町） 
さかえ・しすいワーク・ライフサポートセ

ンター 
043-308-6332 

香取郡（神崎町、多古町、

東庄町） 
香取 CCC 0478-50-1919 

山武郡（九十九里町、芝

山町、横芝光町） 
さんぶ生活相談センターリンクサポート 0475-77-7532 

長生郡（一宮町、睦沢町、長

生村、白子町、長柄町、長南町） 
長生ひなた 0475-36-3013 

夷隅郡（大多喜町、御宿

町） 
夷隅ひなた 0470-64-6380 

安房郡（鋸南町） ひだまり 0470-28-5667 

 

相談支援の流れ 

1.相談者の生活状況などを確認し、抱えている問題を整理します。  

2.問題解決に向けて、相談員とともに支援計画を作成します。  

3.支援計画に基づき、生活の安定に向けた自立支援を実施します。  

※支援計画の作成は本人同意が必要ですが、計画作成を希望しない場合でもお気軽にご相

談ください。 
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◎旧優生保護法一時金支給に関する受付・相談窓口 

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」

に基づく一時金の支給等に関する相談及び請求を受け付けています。 

支給対象者 以下の①または②に該当する方で、現在、生存されている方が対象です。 

① 昭和 23 年９月 11 日から平成８年９月 25 日までの間に、旧優

生保護法に基づき優生手術を受けた方（母体保護のみを理由として

手術を受けた方は除きます） 

② ①のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射  

を受けた方（母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に 

基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます） 

一時金の額 一時金の額は 320 万円（一律）です。 

請 求 方 法 請求書及び添付書類を児童家庭課又は各保健所（健康福祉センター）に 

ご提出ください。 

※請求期限は平成 31 年 4 月 24 日（法律の施行日）から 5 年以内です。 

［問合せ・申請先一覧］ 

 

窓口(担当課) 住所（所在地） 電話番号 管轄（受付）市町村 

千葉県健康福祉部 

（児童家庭課母子保健班） 
260-8667 

千葉市中央区市場町 1-1 

 千葉県庁 本庁舎13階 

043 

（223）

2332 

県内全域、千葉市 

習志野保健所（健康福祉セン

ター）    (地域保健課) 
275-0012 

習志野市本大久保

5-7-14 

047 

（475）

5153 

習志野市、八千代市、 

鎌ケ谷市、船橋市 

市川保健所（健康福祉センタ

ー）     (地域保健課) 
272-0023 市川市南八幡 5-11-22 

047 

（377）

1102 

市川市、浦安市 

松戸保健所（健康福祉センタ

ー）     (地域保健課) 
271-8562 

松戸市小根本 7 

（東葛飾合同庁舎内） 

047 

（361）

2121 

松戸市、流山市、 

我孫子市、柏市 

野田保健所（健康福祉センタ

ー）   (地域保健福祉課) 
278-0006 野田市柳沢 24 

04 

（7124）

8155 

野田市 

印旛保健所（健康福祉センタ

ー）     (地域保健課) 
285-8520 

佐倉市鏑木仲田町 8-1 

（印旛合同庁舎内） 

043 

（483）

1135 

成田市、佐倉市、 

四街道市、八街市、 

印西市、白井市、 

富里市、酒々井町、栄町 

香取保健所（健康福祉センタ

ー）   (地域保健福祉課) 
287-0003 

香取市佐原イ 92-11 

（香取合同庁舎内） 

0478 

（52）

9161 

香取市、神崎町、 

多古町、東庄町 

海匝保健所（健康福祉センタ

ー）   (地域保健福祉課) 
288-0817 銚子市清川町 1-6-12 

0479 

（22）

0206 

銚子市 

海匝保健所（健康福祉センタ

ー） 

(八日市場地域保健センター) 

289-2144 
匝瑳市八日市場イ

2119-1 

0479 

（72）

1281 

旭市、匝瑳市 



66 
 

 

◎日本司法支援センター（法テラス） 

  ●サポートダイヤル 

   電話：0570－078374    平日 9：00～21：00 

                   土 9：00～17：00 

   ＜情報提供＞ 

   「法的トラブル」の解決に役立つ法制度や関係機関の相談窓口に関する情報を電話

でご案内いたします。（無料） 

 

  ●千葉地方事務所（法テラス千葉） 

   電話：0570-078315   平日 9：00～17：00 

   ＜民事法律扶助＞ 

    借金・離婚・相続など民事事件について、経済的に余裕のない方を対象に次の援

助を行っております。 

① 弁護士による無料法律相談 

② 弁護士・司法書士への依頼費用の立替え 

 

  ●松戸支部（法テラス松戸） 

   電話：0570-078316   平日 9：00～17：00 

   ＜民事法律扶助＞ 

    同上 

 

 

山武保健所（健康福祉センタ

ー）     (地域保健課) 
283-0802 東金市東金 907-1 

0475 

（54）

0611 

東金市、山武市、 

大網白里市、 

九十九里町、 

芝山町、横芝光町 

長生保健所（健康福祉センタ

ー）   (地域保健福祉課) 
297-0026 

茂原市茂原 1102-1 

（長生合同庁舎内） 

0475 

（22）

5167 

茂原市、一宮町、睦沢町、 

長生村、白子町、長柄町、 

長南町 

夷隅保健所（健康福祉センタ

ー）   (地域保健福祉課) 
299-5235 勝浦市出水 1224 

0470 

（73）

0145 

勝浦市、いすみ市、 

大多喜町、御宿町 

安房保健所（健康福祉センタ

ー）     (地域保健課) 
294-0045 館山市北条 1093-1 

0470 

（22）

4511 

館山市、鴨川市、 

南房総市、鋸南町 

君津保健所（健康福祉センタ

ー）     (地域保健課) 
292-0832 木更津市新田 3-4-34 

0438 

（22）

3744 

木更津市、君津市、 

富津市、袖ケ浦市 

市原保健所（健康福祉センタ

ー）   (地域保健福祉課) 
290-0056 市原市五井 1309 

0436 

（21）

6391 

市原市 


