
ちば県政情報　県庁 代表番号  043（223）2110 広報・広聴

広報・広聴 電話番号など
知事への手紙 県政へのご意見・ご要望などを受け付け。市町村

役場や公民館などに用紙を設置しています。
（宛先）〒264−8790　私書箱第25号

千葉県知事行「知事への手紙」

県庁報道広報課		
043−223−2248

お聴きします ちば 県政へのご意
見・ご提案・県
政に関する県民
相談

電話・郵便・ファクス・来訪・イ
ンターネットで受け付け

お聴きしますちば 検索
県庁報道広報課
043−223−2249・2250

各地域振興事務所	地域振興課
→7ページ

世論調査 県民の生活意識や県政の各分野に対する関心、意
識および要望などを把握し、県政推進の基礎資料
とするため、毎年実施

世論調査 千葉県 検索

インターネットアンケート 千葉県 検索
県庁報道広報課
043−223−2469・2249

インターネット
アンケート調査

県政推進の基礎資料とするため、調査協力員とし
て登録していただいた方を対象に、年４回実施

県議会の傍聴など 県議会の傍聴 本会議などの傍聴を受け付け 県議会事務局
（本会議）総務課
043ー223ー2508

（委員会）議事課
043ー223ー2518

請願・陳情 県議会への請願書、陳情書を
受け付け

県議会事務局	議事課
043ー223ー2518

情報公開・個人情
報の開示など

県の機関における情報公開と個人情報の取り扱い
に関する相談・案内、開示請求などの受け付け

県庁審査情報課
043ー223ー4629

広報紙 ちば県民だより 県の主要施策、行事案内などを
新聞折り込みで各世帯にお届け。
公共施設、一部の駅やコンビニ
エンスストアなどでも配布

毎月５日（１月は１日）発行
県庁報道広報課
043ー223ー2241

ちば県議会だよ
り

定例県議会の概要を新聞折り
込みで各世帯にお届け。公共施
設や一部の駅などでも配布

5・8・11・2月の各5日発行
県議会事務局政務調査課
043ー223ー2523

新聞 県からのお知ら
せ

千葉日報の１面に県の各種行
事、案内などを掲載

原則毎週月〜木曜日
県庁報道広報課
043ー223ー2241

定例県議会報
告

千葉日報に代表質問および一般
質問の概要を掲載

定例県議会の閉会日翌日
県議会事務局政務調査課
043-223-2523

テレビ
（チバテレ）

千葉県インフォ
メ−ション

県の行事や、県民の皆さんにご
意見・ご参加いただきたいこと
などを紹介

毎週火・木曜日(7〜11月は金曜
日も)	7:10〜7:20の間で90秒
県庁報道広報課
043ー223ー2245

ウィ−クリ−千葉県
〜ちばの旬な話
題をお届け〜

県の１週間の出来事や各種施
策、地域の魅力や旬の情報など
を紹介　※手話あり

毎週土曜日	22:00〜22:15
県庁報道広報課
043ー223ー2245

広報・広聴広報・広聴

テレビ傍聴席 定例県議会における開会日およ
び各会派代表質問の模様を生
中継　※手話あり

開会日・代表質問日	各10:00〜
予算委員会（総括質疑）	10:30〜
県議会事務局政務調査課
043ー223ー2523

（フジテレビ） 千葉の贈り物
〜まごころ配達人〜

豊かな自然や文化、観光地、先
進的な取り組みなど県の魅力と
それを支えている人々を紹介

毎週日曜日	8:55〜9:00
県庁報道広報課
043ー223ー2242

ラジオ
（ベイエフエム）

チバ・プリフェ
クチャー・アッ
プデイツ

県内の観光イベントや、アミュー
ズメントスポット情報などの紹
介と併せ、県の施策やイベント
をお知らせ

毎週月・水・金曜日
8:57〜8:59
県庁報道広報課
043ー223ー2245

サタデイ・ブレイシ
ング・モ−ニング

観光情報や県の施策などを、さ
わやかな音楽と楽しいトークで
お届け

毎週土曜日8:00〜8:55
県庁報道広報課	
043ー223ー2245

インタ−ネット 千葉県ホ−ムペ
−ジ

県のあらましや施策、イベント
情報などを掲載

千葉県 検索
県庁報道広報課
043ー223ー2245

※メールマガジン
は県ホームページ
でメールアドレスを
登録していただい
た方に配信します。

メ−ルマガジン
「なのはな情報
マガジン」

県の新しい施策や主な出来事、
イベント情報などを掲載した
メ−ルマガジン

原則毎月第２・第４水曜日
なのはな情報マガジン 検索
県庁報道広報課
043ー223ー2245

「県民参加メー
ルマガジン」

アンケート調査のお願いのほ
か、県民の皆さんが参加できる
県政に関連する催しや四季折々
の観光情報などを掲載

毎月１回
県民参加メルマガ　千葉 検索
県庁報道広報課
043ー223ー2249

・YouTube
「千葉県公式
PRチャンネル」
・ちばコレ

　c
チャンネル

hannel

知事定例記者会見、県広報番組
「ウィークリー千葉県」やチーバ
くん動画のほか、県の魅力や施
策などの動画を配信

YouTube 千葉県公式 検索

ちばコレチャンネル 検索

県庁報道広報課
043ー223ー2245

千葉県議会ホー
ムページ

県議会のあらましや本会議の概
要などを掲載

千葉県　議会 検索

千葉県議会中継 検索

県議会事務局政務調査課
043ー223ー2523

千葉県議会イン
ターネット中継

本会議、予算委員会の生中継
および過去3年分の録画中継を
配信

フジテレビで放送中
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ちば

チバテレで放送中
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各種相談 電話番号など
住宅 住まい情報プラ

ザ
県営住宅など、公的機関が募集
する賃貸住宅などの案内や、住
まいの相談窓口などの情報提供

千葉県住宅供給公社総合案内
所内	 043−223−3266
9:00〜17:00（日曜日・祝日・
年末年始を除く）

県営水道 県営水道に関す
る各種相談

県営水道に関する各種相談 県水お客様センター	ナビダイヤル
0570−001-245
または	 043−310−0321

建設工事 建設工事紛争相
談

請負契約に関する紛争について
の相談（毎週火曜日、予約制）

県庁建設・不動産業課
043−223−3108

宅地建物取引 ▼契約前の相談（毎週月曜日、予約制）
▼紛争に関する法律相談（月1回、予約制）
▼宅地建物取引業者が関与する宅地建物取引に関
する紛争相談（予約制）

県庁建設・不動産業課
043−223−3238

県税・自動車税 県税相談 中央県税事務所 千葉市中央区都町2−1−12
043−231−0161

千葉西県税事務所 千葉市美浜区真砂4−1−4
043−279−7111

船橋県税事務所 船橋市湊町2−10−18
047−433−1275

松戸県税事務所 松戸市小根本7
047−361−2112

柏県税事務所 柏市あけぼの2−1−5
04−7147−1231

佐倉県税事務所 佐倉市鏑木仲田町8−1
043−483−1115

香取県税事務所 香取市佐原イ92−11	
0478−54−1314

旭県税事務所 旭市ニ1997−1
0479−62−0772

旭県税事務所銚子支所 銚子市清川町1−6−12
0479−22−5907

東金県税事務所 東金市東新宿1−11
0475−54−0223

茂原県税事務所 茂原市茂原1102−1
0475−22−1721

茂原県税事務所大多喜支所 夷隅郡大多喜町猿稲14
0470−82−2214

館山県税事務所 館山市北条402−1
0470−22−7117

木更津県税事務所 木更津市貝渕3−13−34
0438−25−1110

市原県税事務所 市原市五井中央西1-1-25
サンプラザ市原5階
0436−22−2171

県庁税務課 043−223−2127
自動車税・自動
車取得税相談

自動車税事務所 千葉市中央区問屋町1−11
043−243−2721

年金相談 ねんきんダイヤル 一般の年金相談 0570−05−1165（ナビダイヤル）
03−6700−1165

食品衛生・表示 食品衛生県民ダ
イヤル

食品衛生（食中毒、食品添加物
など）に関する相談

県庁衛生指導課		
043−221−6000

食品表示の相談 原産地などの食品の品質表示に
関する相談

県庁安全農業推進課
043−223−3082
県庁水産課、各農業事務所
各水産事務所

犬・猫相談 動物愛護センタ−
（本所）

犬・猫の飼い方、しつけ方、譲
渡などの相談および第一種、第
二種動物取扱業に関することや
特定動物の飼養許可に関する
相談

富里市御料709−1
0476−93−5711

　　〃
（東葛飾支所）

柏市高柳1018−6
04−7191−0050

各健康福祉セン
ター

→23ページ

民事・家事相談 無料法律相談 民事・家事に関する問題につい
て、弁護士の面談による法律相
談（毎月2回（木曜日）予約制）

県庁報道広報課
043−223−2249・2250

消費生活相談 千葉県消費者セ
ンター

消費者契約、販売方法、商品
の安全、品質・機能や事業者の
個人情報の取り扱い、多重債務
に関する苦情・相談

船橋市高瀬町66−18
047−434−0999
月〜金曜日9:00〜16:30
土曜日9:00〜16:00
（祝日・年末年始を除く）

消費者ホットライン 最寄りの窓口につながります 188（いやや）
NPO法人 NPO法人認証・

認定相談
NPO法人認証・認定申請手続
きなどNPO法人に関する相談

県庁県民生活・文化課
043−223−4137

警察への相談 相談サポ−トコ
−ナ−

犯罪などの被害に関することや
警察全般の活動に関する相談

043-227-9110
（短縮ダイヤル＃9110）
月〜金曜日8:30〜17:15
（祝日・年末年始を除く）

性犯罪110番 性犯罪被害に関する相談 0120−01−8103
（短縮ダイヤル#8103）
24時間365日

女性相談所
（鉄道警察隊）

電車内や駅など鉄道施設での痴
漢や盗撮などの女性被害相談

0120−048224
（マヨワズツウホウ）

身元不明者相
談所

行方がわからない方と、身元不
明遺体との対照に関する相談

043−201−0110（代）
月〜金曜日8:30〜16:30
（祝日・年末年始を除く）

暴力団に関する
相談

刑事事件・民事事件を問わず、
暴力団に関するあらゆる問題に
ついての相談

（公財）千葉県暴力団追放県民会議
0120−089354
月〜金曜日9:00〜16:00
（祝日・年末年始を除く）

拳銃110番
（県警察本部薬
物銃器対策課）

拳銃に関する情報提供・相談
（拳銃110番報奨制度）

0120−10−3774（ジュウミナナシ）

電話de詐欺相
談専用ダイヤル

電話de詐欺（オレオレ詐欺など
の特殊詐欺）に関する相談

0120−494−506（ヨクシコール）
月〜金曜日	8:30〜17:15
（祝日・年末年始を除く）　　

各種相談各種相談ちば県政情報

く
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犯罪被害者の方へ
の支援

（公社）千葉犯
罪被害者支援セ
ンター

犯罪の被害に遭われた方、その
家族・遺族の方が受けた精神的
被害の回復に向けた電話相談
やカウンセリングなど

千葉市中央区中央3-9-16
大樹生命千葉中央ビル7階
043ー225ー5450
月〜金曜日10:00〜16:00

NPO法人千葉
性暴力被害支援
センターちさと

性犯罪・性暴力被害者への総合
的支援（相談、医療、法律など）
緊急医療支援は24時間365日

043-251-8500
※	電話は24時間
月〜金曜日9:00〜21:00、
土曜日9:00〜17:00

交通事故相談
◎損害賠償関係、
示談の仕方、自
賠責保険の請求
方法、心のケア（本
所）など

千葉県交通事故
相談所	（本所）

県庁本庁舎	2	階
043-223-2264

月〜金曜日
（祝日・年末年始を除く）
9:00〜12:00／13:00〜16:30
（受付）

　〃	
（東葛飾支所）

東葛飾合同庁舎４階
047-368-8000

　〃		
（安房支所）

安房合同庁舎１階
0470-22-7132

人権相談 差別や虐待、
パワーハラスメ
ントなど、人権
に関する相談

全国共通人権相談ダイヤル
		（みんなの人権110番）

月〜金曜日8:30〜17:15
0570ー003ー110

（最寄りの法務局につながります）
総合相談
（（一社）千葉県人権センター）

月〜金曜日9:00〜17:00
（祝日・年末年始を除く）
043-496-4967・0015

女性のための
相談窓口

千葉県女性サポ
ートセンター

ＤＶなど女性の抱える悩みの相談
電話相談：24時間365日
面接相談：月〜金曜日9:00〜
17:00（祝日・年末年始を除く）
法律相談：月２回
心とからだの健康相談：月１回

043ー206ー8002
※電話相談以外予約制

千葉県男女共同
参画センター

女性のための総合相談（ＤＶ相
談含む）
電話相談：火〜日曜日9:30〜16:00
面接相談：電話相談後、希望に
応じて受け付け
法律相談、こころの相談、カウ
ンセリング：面接相談後、希望
に応じて受け付け

04ー7140ー8605	
※月曜日が祝日の場合、翌火
曜日・祝日・年末年始は休
み

※	電話相談以外予約制。希望
に応じて、千葉・我孫子市
内での相談

各健康福祉セン
ター

DV相談
月〜金曜日	9:00〜17:00

→23ページ（成田支所、鴨川
地域保健センターを除く）

男性のための
相談窓口

千葉県男女共同
参画センター

男性のための総合相談（ＤＶ相
談含む）
電話相談：火・水曜日16:00〜20:00
カウンセリング：電話相談後、
希望に応じて受け付け

043ー308ー3421
※月曜日が祝日の場合、翌火
曜日・祝日・年末年始は休み

※カウンセリングは予約制。千
葉市内での相談

外国人の方の相談 外国人相談

Telephone
Advisory	Service
for	Foreign	
Residents

出入国関係、行政サービス、教
育、医療、就労、社会福祉、
日本語教室など

千葉県国際交流センター
043ー297ー2966
月〜金曜日（祝日を除く）
9:00〜12:00／13:00〜16:00
日本語、英語、中国語、
スペイン語、タガログ語、
ベトナム語、韓国語、ネパール語、
タイ語、ポルトガル語、インドネ
シア語、ロシア語、ヒンディー語

各種相談各種相談ちば県政情報

外国人のための
無料法律相談

Free	Legal
Consultation	for
Foreign	Residents

法律、人権、出入国、在留資格、
労働問題など（原則月１回、事前
申込制）
※相談は通訳を介して行うこと
ができます。

※言語は事前にご相談ください。

千葉県国際交流センター
千葉市美浜区中瀬2−6		WBG
マリブイースト14階（JR海浜
幕張駅から徒歩５分）
043−297−0245	
043−297−2753

健康福祉センター
（保健所）
千葉市保健所
船橋市保健所
柏市保健所

習志野健康福祉
センター

047−475−5151
047−475−5122

京成大久保駅から徒歩	9	分

市川健康福祉
センター

047−377−1101
047−379−6623

JR本八幡駅から徒歩７分

松戸健康福祉
センター

047−361−2121
047−367−7554

JR・新京成松戸駅から徒歩７
分

野田健康福祉
センター

04−7124−8155
04−7124−2878

東武愛宕駅から徒歩７分

印旛健康福祉
センター

043−483−1133
043−486−2777

JR佐倉駅から徒歩15分

印旛健康福祉セ
ンター（成田支所）

0476−26−7231 JR成田駅から徒歩10分

香取健康福祉
センター

0478−52−9161
0478−54−5407

JR佐原駅から徒歩4分

海匝健康福祉
センター

0479−22−0206
0479−24−9682

JR銚子駅から徒歩6分

海匝健康福祉セン
ター（八日市場地
域保健センタ−）

0479−72−1281 JR八日市場駅からバス「二中
前」下車徒歩	2	分

山武健康福祉
センター

0475−54−0611
0475−52−0274

JR東金駅から徒歩７分

長生健康福祉
センター

0475−22−5167
0475−24−3419

JR茂原駅からバス「西町停留
所」下車徒歩３分

夷隅健康福祉
センター

0470−73−0145
0470−73−0904

JR勝浦駅から徒歩15分

安房健康福祉
センター

0470−22−4511
0470−23−6694

JR館山駅から徒歩10分

安房健康福祉セ
ンター（鴨川地
域保健センター）

04−7092−4511 JR安房鴨川駅から徒歩15分

君津健康福祉
センター

0438−22−3743
0438−25−4587

JR木更津駅から徒歩18分

市原健康福祉
センター

0436−21−6391
0436−22−8068

JR五井駅から徒歩10分

千葉市保健所 043−238−9920 JR・千葉モノレ−ル千葉みな
と駅から徒歩５分

船橋市保健所 047−409−3668 JR船橋駅から徒歩13分

柏市保健所 04−7167−1255 JR・東武柏駅からバス「ウェ
ルネス柏」下車

く
ら
し

く
ら
し
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医療相談 医療相談 月〜金曜日9:00〜12:00／
13:00〜16:30（祝日除く）

千葉県医療安全相談センター
043−223−3636

こども急病電話
相談

毎日19:00〜翌朝6:00 #8000	
※ダイヤル回線・
光電話・IP電話・銚子市からは	
043-242-9939

救急安心電話
相談

平日・土曜日18:00〜翌朝6:00
日曜・祝日・年末年始・GW
9:00〜翌朝6:00

#7009	
※ダイヤル回線・光電話・IP
電話からは
03-6735-8305

※救急安心電話
相談の電話番
号は令和2年4
月から変更にな
る可能性があり
ます。

精神科救急受
診相談

24時間365日（電話相談）
救急受診相談、夜間休日の救
急受診先相談・紹介・調整など

精神科救急情報センター
（精神科医療センター内）
043−276−3188

薬の相談 月〜金曜日9:00〜12:00／
13:00〜15:00（祝日除く）

県庁薬務課
043−223−2622

国民健康保険およ
び後期高齢者医療
制度給付相談

医療費（国保・
後期高齢者医
療）の相談

国民健康保険および後期高齢
者医療保険加入者の診療報酬
についての疑問・相談

県庁保険指導課　
043−223−2378

専門医療
（県立病院など）
※は原則として
　紹介予約制です

がんセンター
※

痛みの緩和を含め初期から進行
がん、セカンドオピニオンなど
幅広く対応。

千葉市中央区仁戸名町666−2		
043−264−5431　

救急医療センタ− 一般医療機関で対応困難な重篤
救急患者および熱傷や中毒など
の重症患者が対象。一般の外来
患者の診察は行っていません。

千葉市美浜区磯辺3−32−1
043−279−2211

精神科医療セン
タ−

精神科救急患者に対する短期集
中的な入院治療から退院後の外
来治療、在宅支援を提供。精神
科救急情報センターを併設。

千葉市美浜区豊砂5　
043−276−1361　

こども病院
※

一般医療機関で対応困難な高
度医療を要する子どもが対象。
初めて受診できる年齢は15歳
（中学3年生）まで。

千葉市緑区辺田町579−1
043−292−2111

循環器病センタ−
※

心臓病・脳卒中などの循環器病
に対する高度な医療の提供と併
せて一般診療も行い、地域の中
核的な役割を果たしています。

市原市鶴舞575
0436−88−3111		

千葉リハビリテ−
ションセンタ−
※

身体に障害のある方々に、一定
期間の入院や入所・外来診療によ
り、高度な医学的・社会的・職
業的リハビリテーションを提供。

千葉市緑区誉田町1−45−2　
043−291−1831
043−291−1857

佐原病院 地域の中核病院として救急患者
の受け入れや、急性期医療を提
供。併設した訪問看護ステーシ
ョンでは、医療依存度の高い患
者に24時間365日の連絡体制
により看護ケアを提供。

香取市佐原イ2285
0478−54−1231

各種相談各種相談ちば県政情報

保健医療 心の健康・精神
保健福祉相談

①精神保健福祉相談
　月〜金曜日9:00〜18:30
②各種依存症相談
　月〜金曜日10:00〜17:00

県精神保健福祉センター
千葉市中央区仁戸名町666−2
①043−263−3893
②043−263−3892

地域の保健・医療・福祉の相談 各健康福祉センター	→23ページ

がん相談 月〜金曜日9:00〜17:00
（祝日除く）

がん相談支援センター（県がんセンター内）
043−264−6801

難病・小児慢性特定疾病に関する相談・指導
各健康福祉センター
→23ページエイズ・性感染症の予防、検査に関する相談・指導

健康や病気などに関する相談

にんしんSOSちば 予期しない妊娠など、妊娠・出産
に関する相談

050−3628−6800
月〜金曜日20:00〜23:00
（祝日・年末年始を除く）
メール専用サイト（24時間365日）
https://sos.chiba.jp/contact

不妊・不育相談 不妊および不育症に関する相談 各健康福祉センター	→23ペ
ージ

いのちの電話 悩みを抱え助けと励ましを求め
ている人の電話相談

千葉いのちの電話
043−227−3900（24時間365日）

予防接種要注意者
相談

千葉県こども病院 電話相談：月・火・木・金曜日9:30〜15:00		 043−292−2111
要注意者に対する接種：予約制、祝日・年末年始を除く

中核地域生活支援
センター

◎福祉の包括的
相談支援、権利
擁護、関係機関
のコーディネー
トなどを24時間
365日体制で実
施

まるっと 習志野市津田沼5−2−22−301
047−409−6161

がじゅまる 市川市大洲1−14−4	東洋荘101
047−300−9500

ほっとねっと 松戸市新松戸4−129
関口第５ビル101
047−309−7677

のだネット 野田市尾崎840−32
04−7127−5366

すけっと 佐倉市王子台1−14−12
043−308−6325

香取CCC 香取市北3−2−13
0478−50−1919

海匝ネットワーク 旭市ロの838
0479−60−2578

さんネット 山武市津辺171-1
0475−77−7531

長生ひなた 茂原市長尾2694
0475−22−7859

夷隅ひなた いすみ市大原8927-2
0470−60−9123

ひだまり 館山市山本1155
0470−28−5667

君津ふくしネット 富津市青木2−16−14−101
0439−27−1482

いちはら福祉ネット 市原市東国分寺台3−10−15
0436−23−5300
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福祉相談
※このほか、各地
に身体障害者相
談員、知的障害
者相談員が配置
されています。詳
しくは各市町村に
お問い合わせくだ
さい。

更生相談 中央障害者相談センタ−
千葉市緑区誉田町1−45−2
千葉リハビリテーションセンター内

月〜金曜日（予約制）
043−291−6872	
043−291−8488

東葛飾障害者相談センター
我孫子市本町3−1−2
けやきプラザ3階

月〜金曜日（予約制）
04−7165−2422
04−7165−2423

千葉市障害者相談センター
千葉市中央区千葉寺町1208−2
千葉市ハーモニープラザ内

月〜金曜日（予約制）
043−209−8823
043−209−8826

身体障害者相談 （福）千葉県身体障害者福祉協会
千葉市中央区千葉港4−3
千葉県社会福祉センター内

月〜金曜日
043−245−1746	
043−245−1578

視覚障害者相談 （福）千葉県視覚障害者福祉協会
四街道市四街道1ー9ー3

第1・第3水曜日
043−424−2501	
043−424−2486

聴覚障害者相談 千葉聴覚障害者センター　
千葉市中央区神明町204−12	

月〜金曜日（祝日を除く）
043−308−6372	
043−308−5562

オストメイト相談 （公社）日本オストミー協会千葉県支部
千葉市中央区千葉港4−3
千葉県社会福祉センタ−内

月・火・金曜日	10:00〜16:00
043−309−7571
043−309−7572

障害者人権110番 千葉県手をつなぐ育成会		
千葉市中央区千葉港4−3
千葉県社会福祉センタ−内

043−246−2282
090−8846−7141
043−246−2282

障害のある人へ
の虐待に関する
相談

県庁障害福祉事業課（千葉県障
害者権利擁護センター）
相談専用電話・電子メール

043−223−1019
043−222−4133

メール	sgyakutai@pref.chiba.lg.jp
障害のある人へ
の差別に関する
相談

県庁障害者福祉推進課
相談専用電話・電子メール

043−223−1020
043−221−3977

メール	sjourei@pref.chiba.lg.jp

中央障害者相談センター 043−292−1317	
043−291−8488

中央障害者相談センター船橋
分室（船橋フェイスビル７階）

047−424−0167
ファクスは中央障害者相談セ
ンターへ

東葛飾障害者相談センター 04−7179−1088	
04−7165−2423

各健康福祉センター
（支所・地域保健センターを除く）

→23ページ

ひとり親家庭な
どの相談

母子・父子自立支援員による相
談、母子父子寡婦福祉資金貸付
など

居住地が市の方は各市、町村
の方は各健康福祉センター	
→23ページ

家庭児童相談 児童に関する養育や、家庭の人
間関係などの相談

ひきこもりに関
する相談

月〜金曜日9:30〜16:30
※第1金曜日は13:00〜

県ひきこもり地域支援センター
043−209−2223

高齢者相談 高齢者虐待、施設での介護な
ど、高齢者に関する相談

県庁高齢者福祉課
043−221−3020

各種相談各種相談ちば県政情報

介護とこころの
相談

火〜日曜日	10:00〜16:00 千葉県福祉ふれあいプラザ
我孫子市本町3−1−2
けやきプラザ6階
04−7165−2886（相談専用）
※面接相談は予約制

住まいの相談 水・木曜日	10:00〜12:00（予約制）
金曜日	10:00〜16:00

福祉用具相談 火〜日曜日	10:00〜16:00
認知症の相談 電話相談：月・火・木・土曜日

面接専門相談：金曜日（予約制）
10:00〜16:00
（祝日・年末年始を除く）

ちば認知症相談コールセンター
千葉市中央区千葉港4−3 
千葉県経営者会館5階
043−238−7731

（短縮ダイヤル#7100）
若年性認知症
の相談

電話および面接相談：月・水・
金曜日（面接相談は予約制）
9:00〜15:00
（祝日・年末年始を除く）

千葉県若年性認知症専用相
談窓口
千葉市中央区亥鼻1−8−1
千葉大学医学部附属病院内
043−226−2601

発達障害の相談 月〜土曜日9:00〜17:00 千葉県発達障害者支援センター
千葉市中央区亥鼻2−9−3
043−227−8557
043−227−8559

（東葛飾分室）
我孫子市本町3−1−2
けやきプラザ4階
04−7165−2515
04−7165−2516

福祉サービスに
関する苦情相談

電話・面接相談
月〜金曜日9:00〜17:00
（祝日・年末年始を除く）
（面接相談は予約制）

千葉県運営適正化委員会
千葉市中央区千葉港4−3
千葉県社会福祉センター5階
043−246−0294	
043−246−0298

権利擁護・成年
後見制度の相談

月〜金曜日9:00〜17:00
（祝日・年末年始を除く）

千葉県後見支援センター
千葉市中央区千葉港4−3
千葉県社会福祉センター2階
043−204−6012

児童相談
◎18歳未満の子
どもに関するしつ
け、教育、適性養
護、知的障害、
肢体不自由など

子ども・家庭110番 電話相談		毎日8:30〜20:00
（虐待相談・通告は24時間対応）

千葉市稲毛区天台1−10−3
043−252−1152中央児童相談所

市川児童相談所 電話相談		月〜金曜日
9:00〜17:00
（祝日・年末年始を除く）

市川市東大和田2−8−6
047ー370ー5286		

柏児童相談所 柏市根戸445−12
04ー7134ー4152

銚子児童相談所 銚子市台町2183
0479ー24ー3231

東上総児童相談所 茂原市高師3007−6
0475ー27ー5507

君津児童相談所 君津市中野4−18−9
0439ー55ー3100

千葉市児童相談所 電話相談		月〜金曜日
（祝日・年末年始を除く）
9:00〜12:00／13:00〜16:30
（虐待相談・通告は24時間対応）

千葉市美浜区高浜3−2−3
043−279−8080（虐待相談・通告）
043−277−8880
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児童相談 児童相談所虐
待対応ダイヤル

発信地域を管轄する児童相談所
に転送

189（通話料無料、24時間
365日対応）

児童相談所相
談専用ダイヤル

発信地域を管轄する児童相談所
に転送

0570−783−189
8:30〜20:00

少年相談
◎未成年の非行、
犯罪被害、友人や
家族の悩みなど

千葉県警察少年
センター
（ヤング・テレホン）

千葉市中央区中央4−17-3	袖ケ浦
ビル4階（面接相談は予約制）

月〜金曜日（祝日・年末年始を
除く）
9:00〜17:00
0120−783−497	（ナヤミヨクナル）

子ども・若者に
関する総合相談
◎ニート、ひきこ
もり、不登校など

千葉県子ども・
若者総合相談セ
ンター「ライト
ハウスちば」

電話相談：火〜日曜日10:00〜
17:00
面接相談（週4日程度・予約制）

千葉市中央区都町2−1−12
千葉県都町合同庁舎4階
043−420−8066

教育相談 ◎学校生活に関すること、心や身体のこと、その他進路や適性に関することなどの相談
千葉県子どもと
親のサポートセ
ンター

電話相談：24時間対応
来所相談：月〜金曜日9:00〜17:00
（祝日・年末年始を除く。新規の来所
相談は月〜金曜日の8:30〜16:30に
電話申込）ファクス、メール相談有。
詳しくは	 千葉県 子どもと親 検索

千葉市稲毛区小仲台5−10−2
0120−415−446

24時間子供
SOSダイヤル

千葉県子どもと親のサポートセンターま
たは千葉市教育相談ダイヤル24に接続

0120-0-78310（ナヤミイオウ）

◎	特別な教育的支援を必要とする幼児・児童・生徒の養育、教育および進路など
千葉県総合教育
センター特別支
援教育部

電話相談・来所相談：月〜金曜
日9:00〜17:00（祝日・年末年
始を除く）※来所相談は予約制

千葉市稲毛区小仲台5−10−2
043−207−6025（相談専用）		
　

生涯学習相談 さわやかちば県
民プラザ

相談時間：火〜日曜日	9:00〜17:00
※月曜日が祝日の場合は開館し、
　翌日休館

04−7140−8611

労働相談 千葉県労働相
談センター

賃金、労働時間、労働条件、
職場のハラスメントなどに関す
る労働相談
※弁護士による相談、メンタル
ヘルス相談は予約制

県庁本庁舎２階
043−223−2744
月〜金曜日9:00〜20:00
（17:00〜原則電話のみ）

あっせん 労働者・労働組合と使用者との
間の労働条件をめぐる紛争解決
制度の利用に関する相談

県労働委員会事務局審査調
整課
043−223−3735

就職相談 千葉県ジョブサ
ポートセンター

再就職の相談・支援
月〜金曜日9:00〜17:00、
第1・3・5土曜日10:00〜17:00

千葉市中央区新町3−13
千葉TNビル３階
043−245−9420

千葉県福祉人
材センター

福祉業界の求人・求職相談、情
報提供・紹介
月〜土曜日	10:00〜18:00
（祝日・年末年始を除く）

千葉市中央区富士見2−3−1　
塚本大千葉ビル5階
043−222−1294

ちば保育士・保
育所支援センタ
ー

保育士資格保有者の就職・相
談支援
月〜土曜日	10:00〜18:00
（祝日・年末年始を除く）

同上3階
043−222−2668

各種相談各種相談ちば県政情報
若者就職相談 ジョブカフェち

ば
就職相談、セミナー、適職診断、
模擬面接、各種企業説明会
月〜金曜日9:00〜17:00
（閉館18:00）

船橋市本町1−3−1	船橋フェイ
スビル９階
047−426−8471

ちば地域若者サ
ポートステーシ
ョン

個別相談、心理カウンセリング、
自立支援プログラムの提供
火〜土曜日9:00〜16:00

千葉市美浜区幕張西4−1−10
ちば仕事プラザ内
043−351−5531

ひとり親家庭等の
就業相談

千葉県母子家庭
等就業・自立支
援センター

ひとり親家庭の父・母や寡婦の
方（千葉・船橋・柏市は除く）の
就業相談や無料職業紹介
月〜金曜日		9:30〜16:30

（一財）千葉県母子寡婦福祉
連合会
千葉市中央区亥鼻2−10−9
043−225−0608

障害のある人の
就業支援

千葉障害者
就業支援キャリ
アセンター

障害のある人やその家族、障害
のある人を雇用または雇用予定
の企業からの相談、障害のある
人の就業支援および企業支援

千葉市美浜区新港43
043−204−2385
043−246−7911
月〜金曜日	9:00〜17:00
（祝日・年末年始を除く）　

障害者就業・生
活支援センター
※面接相談は予
約が必要な場合
もあります。各
施設にご確認く
ださい。

千葉障害者キャリアセンター 千葉市美浜区新港43
043−204−2385

大久保学園 船橋市豊富町690-13
047−457−7380

いちされん 市川市東大和田1−2−10
市川市分庁舎C棟内
047−300−8630

あかね園 習志野市茜浜3−4−5
047−452−2718

ビック・ハート松戸 松戸市西馬橋幸町117−109	
047−343−8855

ビック・ハート柏 柏市柏3-6-21-302
04−7168−3003

はーとふる 野田市鶴奉7−1	野田市役所内
04−7124−0124

就職するなら明朗塾 佐倉市鏑木仲田町9−3
043−235−7350

香取就業センター 香取市高萩1100−2	
0478−79−6923

東総就業センター 旭市野中3825
0479−60−0211

山武ブリオ 大網白里市細草3221−4
0475−77−6511

長生ブリオ 茂原市六ツ野2796−40
0475−44−4646

ピア宮敷 いすみ市岬町桑田341-1
0470−87−5201

中里 館山市中里291
0470−20−7188

エール 木更津市中央1−16−12
0438−42−1201

ふる里学舎地域生活支援センター 市原市今富1110−1
0436−36−7762
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登録・申請など

内職相談 県庁雇用労働課 内職に関する求人情報の提供 043−223−2743
外国人就職相談 千葉県外国人

介護人材支援セ
ンター

介護職に従事する外国人や外国
人を雇用する事業者などの相談
支援
月〜土曜日	10:00〜18:00
（祝日・年末年始を除く）	

千葉市中央区富士見2−3−1
塚本大千葉ビル5階
043−205−4762

就農の相談 新規就農相談
センター

農業に取り組んでみたい方を対
象とした各種相談

県庁担い手支援課
043−223−2904
各農業事務所

ナ−スセンタ− 千葉県ナ−スセ
ンタ−

保健師、助産師、看護師、准
看護師資格保有者を対象とした
各種相談、就職情報の提供や
講習などで再就職をサポート

千葉県ナースセンター 検索
千葉市美浜区新港249−10
043−247−6371　

環境問題 公害苦情相談 騒音、大気汚染、水質汚濁など
公害に関する苦情、相談

県庁環境政策課
043−223−4660		
各地域振興事務所、各市町村

産廃残土県民ダ
イヤル

産業廃棄物・残土の不法投棄な
どに関する相談

県庁廃棄物指導課
043−223−3801

アスベスト問題 健康相談 アスベストに関する健康相談 県庁健康づくり支援課	
043−223−2686

各健康福祉センター	→23ページ
診断・治療 アスベスト専門外来（予約制） がんセンター	→24ページ

第２木曜日13:00〜14:30
道の相談 道の相談室 道路に関する相談

月〜金曜日9:00〜17:00（祝日
除く）
※国土交通省関東地方整備局は
　9:30〜

県庁道路環境課
043−223−4970
043−227−0804
国土交通省関東地方整備局
048-600-4970

都市計画 都市計画図書
の縦覧

用途地域や都市計画道路など、
都市計画の内容についての縦覧

県庁都市計画課
043−223−3376、各市町村

登録・申請など 電話番号など
自動車の登録 千葉運輸支局 千葉市美浜区新港198 050−5540−2022

野田自動車検
査登録事務所

野田市上三ケ尾207−22 050−5540−2023

習志野自動車検
査登録事務所

船橋市習志野台8−57−1 050−5540−2024

袖ヶ浦自動車検
査登録事務所

袖ケ浦市長浦580−77 050−5540−2025

パスポート申請 ★パスポ−トの申請は旅券事務所と一部の地域振興事務所のいずれも利用できます
が、受け取りは申請をした事務所となります。（葛南地域振興事務所を除く）

※申請可能な地域振興事務所は海匝、山武、長生、夷隅および安房地域振興事務
所です。

★取扱日時（土曜日・祝日・振替休日・年末年始を除く）
【申請】○千葉県旅券事務所　　　　　　　　　　	月〜金曜日　	9:00〜16:30

○海匝、山武、長生、夷隅、安房地域振興事務所　　　　　　〃

【受け取り】○千葉県旅券事務所
月･水･金･日曜日		9:00〜16:30、火･木曜日		9:00〜18:30
※受け取りまでに要する日数：6日（土・日曜日、祝日などを除く）

○葛南地域振興事務所
月〜木曜日　	9:00〜19:00、金・日曜日　	9:00〜16:30
※受け取りまでに要する日数：7日

○海匝、山武、長生、夷隅、安房地域振興事務所
月〜金曜日　	9:00〜16:30
※受け取りまでに要する日数：9日

※	県内30市町でも窓口を開設しています。詳しくは	 パスポート市町村窓口　千葉県 検索
　千葉県旅券事務所 千葉市中央区新町1000

センシティタワー４階
043−238−5711

葛南地域振興事務所
（受取専用）

→7ページ
※千葉県旅券事務所で申請時に、
当事務所での受け取りを希望し
た方のみ

047−424−8381

海匝、山武、長生、夷隅、安房地域振興事務所 →7ページ

運転免許
※電話は運転免
許テレホン案内、
ファクスサービス
につながります。

◎運転免許試験、適性相談、免許証の更新・記載事項変更・再交付・自主返納、
国外運転免許証の申請、運転経歴証明書の申請、行政処分など
千葉運転免許セ
ンタ−

千葉市美浜区浜田2−1 043−274−2000

流山運転免許セ
ンタ−

流山市前ケ崎217 04−7147−2000

各種相談ちば県政情報

清和県民の森（→15ページ）

美術館（→14ページ）

富津公園（→13ページ）
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