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Ⅴ 資料編 

１ 市原保健所管内 保健・介護サービス施設 

 （令和 2 年 3 月 31 日現在） 

（１）市保健センター 

施設の名称 郵便番号 所在地 電話番号 

市原市保健センター 290-0050 市原市更級5-1-27 0436-23-1187 

市原子育てネウボラセンター  290-0050 市原市更級 5-1-27 市原保健センター内  0436-23-1215 

 

（２）介護サービス施設 

施設の種類 施設の名称 郵便番号 所在地 電話番号 

介護老人

保健施設 

 

 

 

 

 

 

 

姉ケ崎ケアセンター 299-0118 市原市椎津 2545-1 0436-66-8867 

辰巳ナーシング・ヴィラ 290-0003 市原市辰巳台東 5-5-1 0436-74-1311 

杏の里 290-0011 市原市能満 1774-1 0436-75-7500 

なんな苑 290-0242 市原市中高根 1341-1 0436-50-3212 

クレイン 290-0511 市原市石川 1078 0436-88-4500 

ユー・アイ久楽部 290-0022 市原市西広 131 0436-20-0701 

梅香苑 290-0221 市原市馬立 802-1 0436-95-6767 

アーネスト 290-0056 市原市五井 1846-1 0436-63-7783 

リハパークきくま 290-0007 市原市菊間 1136-6 0436-40-8220 

メディケア５１ 290-0267 市原市町田 176 0436-63-5165 

指定介護

老人福祉

施設 

（特別養

護老人ホ

ーム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

市原園 290-0549 市原市万田野 732-6 0436-96-1148 

辰巳萬緑苑 290-0178 市原市神崎 263-1 0436-75-2251 

ゆうしゅう園 299-0126 市原市天羽田下細山 1500-3 0436-66-2351 

青柳園 299-0102 市原市青柳 3-6-6 0436-25-1611 

ふるさと苑 290-0011 市原市能満 1925-282 0436-75-2525 

グランモア和光苑 299-0118 市原市椎津 5-1 0436-62-6008 

清流園 290-0174 市原市勝間下五反目 337-2 0436-75-6666 

高滝神明の里 290-0559 市原市駒込 196-1 0436-98-1900 

あじさい苑 290-0206 市原市新堀 947-3 0436-36-1533 

トータス 290-0512 市原市鶴舞 559 0436-50-6161 

緑祐の郷 290-0557 市原市養老 998-1 0436-98-1011 

グリーンホーム 290-0167 市原市喜多 893-1 0436-76-8100 

春(地域密着型) 290-0007 市原市菊間 262 0436-40-1165 

第二ふるさと苑理休 290-0011 市原市能満 2073-25 0436-74-2525 
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（サテライト型） 

グリーンライフネクステ 290-0202 市原市福増 459-1 0436-37-7701 

 

訪 問 看

護 ス テ

ー シ ョ

ン 

姉ヶ崎 

訪問看護ステーション 

299-0118 市原市椎津 2558-1 0436-66-1169 

辰巳 

訪問看護ステーション 

290-0003 市原市辰巳台東 5-7-6 0436-75-7286 

訪問看護ステーション 

杏 

290-0011 市原市能満 1774-1 0436-75-3811 

鶴舞 

訪問看護ステーション 

290-0511 市原市石川 1078 0436-88-4011 

訪問看護ステーション 

ユー・アイ(休止中) 

290-0022 市原市西広 131 0436-20-2600 

訪問看護ステーション

わたぼうし 

299-0110 市原市姉崎東 2-2-6 

ケイテイビル 3 階 

0436-60-2122 

訪問看護ステーション

つくしんぼ 

299-0110 市原市姉崎東 3-3-7 0436-60-7620 

梅香苑 

訪問看護ステーション 

290-0221 市原市馬立 802-1 0436-95-6771 

セントケア訪問看護 

ステーション市原 

290-0023 市原市惣社 4-3-5 0436-20-1012 

訪問看護ステーション

ひかり 

299-0102 市原市青柳 1-2-13 

井上ビル B 

0436-63-2266 

訪問看護ステーション

南風 

290-0062 市原市八幡 1058-3 

 

0436-40-2050 

ケアーズ訪問看護 

リハビリステーション

市原北 

290-0069 市原市八幡北町 

2-7-17 

0436-37-1461 

結家 

訪問看護ステーション 

290-0001 市原市草刈 982 0436-26-7405 

白金 

訪問看護ステーション 

290-0059 市原市白金 1-70 0436-26-6662 

ラミーナ 

訪問看護ステーション 

290-0003 市原市辰巳台東 1-11-7 

辰巳イーストメゾン 105 

0436-37-6877 

わかみや 

訪問看護ステーション 

290-0006 市原市若宮 1-10-3 0436-41-5897 
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バナナの葉 

訪問看ステーション 

290-0265 市原市今富 208-1 0436-37-3323 

奏 

訪問看護ステーション 

290-0054 市原市五井中央 2-28-7 

フレグランスひろ A202 

0436-63-4337 

訪問看護ステーション 

きづな 

290-0055 市原市五井東 1-14-25 

中島ビル 302 

0436-25-0121 

セントケア訪問看護ス

テーション市原 

290-0023 市原市惣社 4-3-5 0436-20-1012 

 

２ 学会・研究会における発表 

発表演題名 

発 表 者 発       表 

職 氏 名 年月日 場 所 学会等の名称 

市原保健所管内

に お け る 薬 局

DOTS 導入に向け

たアセスメント

方法 

主任

保健

師 

秋 吉 尚 香 ・ 

紙面発表 

（新型コロナウイル

ス感染症拡大防止の

ため開催中止） 

令和元年度千葉県 

保健活動業務研究

発表会 

 

 

３ 表彰関係一覧表 

表彰区分 氏名・名称 業種等 表彰年月日 大会名等 

社会福祉法人恩賜財団 

母子愛育会 

令和元年度母子保健功

労者表彰 

（愛育会会長表彰） 

髙澤 みどり 歯科衛生士 R1.11.7 
令和元年度健やか親子２

１全国大会 

千葉県母子保健事業功

労者 
髙澤 みどり 歯科衛生士 R2.3.11 

令和元年度千葉県母子

保健事業功労者表彰 

千葉県知事感謝状 

（薬事功労者） 
小西 弘晃 薬剤師 R1.10.20 

令和元年度薬と健康の週

間ちば県民の集い 

厚生労働大臣表彰 

（食品衛生功労者） 
小出 貞夫 飲食店営業 R1.10.24 

令和元年度食品衛生事

業功労者厚生労働大臣

表彰 

千葉県知事表彰 

（食品衛生功労者）   
髙石三枝子 飲食店営業 R1.11.6 千葉県食品衛生大会 



- 122 - 

 

千葉県知事表彰 

（食品衛生功労者）   
永野喜久子 飲食店営業 R1.11.6 千葉県食品衛生大会 

千葉県知事表彰 

（食品衛生優良施設）   
ラーメン兼龍 飲食店営業 R1.11.6 千葉県食品衛生大会 

千葉県知事表彰  

（食品衛生優良施設） 
光風庵 飲食店栄養 R1.11.6 千葉県食品衛生大会 

千葉県知事表彰 

（優良調理師）  
朝倉富美雄  調 理 師  R1.10.30 

第 59 回 

千葉県調理師大会 

市原保健所長表彰 

（優良栄養士）  
最上美女江  管理栄養士  H31.4.16 

市原栄養士会  

2019 年度定期総会  

市原保健所長表彰 

（優良調理師） 
青木 長子 調 理 師 R1.10.30 

第 59 回 

千葉県調理師大会 
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《千葉県市原健康福祉センター(市原保健所)案内》  

 

    所 在 地  〒２９０－００８２  千葉県市原市五井中央南１-２-１１ 

 

電  話  ０４３６－２１－６３９１（代） 

Ｆ Ａ Ｘ  ０４３６－２２－８０６８ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.pref.chiba.lg.jp/kf-ichihara/ 

E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ    ichiharahc@mz.pref.chiba.lg.jp 

交   通   ＪＲ内房線五井駅下車   徒歩約１０分                     

 

 

 《案内図》  
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