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文化会館設置状況

施設名
千葉県文化会館
青葉の森公園芸術
文化ホール
千葉市民会館
千葉市文化セン
ター
千葉市若葉文化
ホール
千葉市美浜文化
ホール
市原市市民会館
市原市勤労会館
youホール
習志野文化ホール
習志野市民ホール
(旧:習志野市民会館)

八千代市市民会館
八千代市勝田台文
化センター
八千代市八千代台
文化センター
船橋市民文化ホー
ル
船橋市民文化創造
館(きららホール)
市川市文化会館
行徳文化ホール
I＆I
市川市八幡市民会
館(全日警ホール)
浦安市文化会館

浦安市民プラザ
Wave101
浦安音楽ホール

松戸市民会館

（R1.11.1現在 県民生活・文化課調）

所在地（〒）
千葉市中央区市場町
11-2 (260-8661)
千葉市中央区青葉町
977-1 (260-0852)
千葉市中央区要町11 (260-0017)
千葉市中央区中央25-1 (260-0013)
千葉市若葉区千城台
西2-1-1 (264千葉市美浜区真砂515-2 (261-0011)
市原市惣社1-1-1
(290-0023)
市原市更級5-1-18
(290-0050)
習志野市谷津1-16-1
(275-0026)
習志野市本大久保38-19 （275-0012）
八千代市萱田町728
(276-0044)
八千代市勝田台2-51 (276-0023)
八千代市八千代台西
1-8 (276-0034)
船橋市本町2-2-5
(273-0005)
船橋市本町1-3-1ﾌｪｲ
ｽﾋﾞﾙ6階 (273市川市大和田1-1-5
(272-0025)
市川市末広1-1-48
(272-0121)
市川市八幡4-2-1
(272-0021)
浦安市猫実1-1-2
(279-0004)
浦安市入船1-4-1
(279-0012)
浦安市入船1-6-1
新浦安TKﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
(279-0012)
松戸市松戸1389-1
(271-0092)

電話
収容定員
043-222-0201 大(固)1787 大(他)3
小(固)252
043-266-3511 一般(固)877 一般(他)8
能公演(固)903

043-224-2431 大(固)996 大(他)5
小(移)316
043-224-8211 (固)493 (他)4
043-237-1911 (固)511 (他)6
043-270-5619 大(固)351 大(他)3
小(固)150 小(他)2
0436-22-7111 大(固)1527 大(他)4
小(固)491 小(他)2
0436-25-0125 (移)325
047-479-1212 (固)1475
047-476-3213 (固)290 (移)34 (他)1
047-483-5111 大(固)1260 大(他)5
小(固)437 小(他)2
047-483-2141 (移)326
047-482-1833 (移)200
047-434-5555 大(固)1000 大(他)4
047-423-7261 (移)264
047-379-5111 大(固)1935 大(他)10
小(固)442 小(他)6
047-701-3011 (固)639
047-335-1542 (移)客席168
(移)椅子158
047-353-1121 大(固)1087 大(移)89
大(他)12 小(固)349
小(他)6
047-350-3101 大(移)300 中(固)80
小(固)60
047-382-3035 大(固)303 小(移)201

047-368-1237 (固)1212
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施設名
松戸市民劇場
松戸市文化会館
(森のホール21)
さわやかちば県民
プラザ
柏市民文化会館
アミュゼ柏
野田市文化会館
欅のホール・小
ホール
流山市文化会館
流山市おおたかの森
ホール（スターツお
おたかの森ホール）

千葉県福祉ふれあ
いプラザ
きらり鎌ケ谷市民
会館
佐倉市民音楽ホー
ル
成田国際文化会館
成田市文化芸術セ
ンター
四街道市文化セン
ター
印西市文化ホール
白井市文化ｾﾝﾀｰ
(白井市文化会館)
プリミエール酒々
井
ふれあいプラザさ
かえ
香取市佐原文化会
館
香取市小見川市民
センターいぶき館
香取市山田公民館
香取市栗源市民セ
ンターさつき館

所在地（〒）
松戸市本町11-6
(271-0091)
松戸市千駄堀646-4
(270-2252)
柏市柏の葉4-3-1
(277-0882)
柏市柏下107
(277-0004)
柏市柏6-2-22
(277-0005)
野田市鶴奉5-1
(278-0003)
野田市中野台168-1
(278-0035)
流山市加1-16-2
(270-0176)
流山市おおたかの森
北1-2-1（2700119）
我孫子市本町3-1-2
(270-1151)
鎌ケ谷市富岡1-1-3
(273-0101)
佐倉市王子台1-16
(285-0837)
成田市土屋303
(286-0021)
成田市花崎町828-11
(286-0033)
四街道市大日396
(284-0001)
印西市大森2535
(270-1327)
白井市復1148-8
(270-1422)
印旛郡酒々井町中央
台3-4-1 (285印旛郡栄町安食9381 (270-1516)
香取市佐原イ211
(287-0003)
香取市羽根川38
(289-0393)
香取市長岡1303-2
(289-0414)
香取市岩部700
(287-0192)

電話
収容定員
047-368-0070 (固)332 (移)80
047-384-5050 大(固)1945 大(他)10
小(固)506 小(他)10
04-7140-8600 (固)473 (他)2
04-7164-9141 大(固)1288
大(移)50 小(固)300
04-7164-4552 (固)400
04-7124-1555 (固)1164 (移)62 (他)5
04-7123-7818 (固)310 (移)20 (他)2
04-7158-3462 (固)816
04-7186-7638 (固)156 (移)338
(他)12
04-7165-2881 (移)551
047-441-3377 (固)530(他)10
043-461-6221 (固)667
0476-23-1331 大(固)1188
小(移)300
0476-20-1133 (固)15
(移)286
043-423-1618 大(固)927 大(移)10
大(他)6
0476-42-8811 (固)522 (他)6
047-492-1121 大(固)802 大(他)6
中(移)300
043-496-8681 (固)350
0476-95-1112 (固)1080 (他)6
0478-55-1161 (固)721
0478-82-1123 (移)335 (固)172
0478-78-4431 (移)288 (固)24
0478-75-1100 (固)96
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施設名
所在地（〒）
神崎ふれあいプラザ 香取郡神崎町神崎本
宿96 (289-0221)
多古町コミュニティ
香取郡多古町多古
プラザ文化ホール
2855 (289-2241)
銚子市青少年文化会 銚子市前宿町1046
館（H31.4.1～休館） (288-0031)
千葉県東総文化会館 旭市ハ666
(289-2521)
匝瑳市民ふれあいセ 匝瑳市八日市場ハ
ンター
793-35 (289-2141)
東金文化会館
東金市八坂台12107-3 (283-0801)
山武市成東文化会館 山武市殿台290-1
のぎくプラザ
(289-1324)
山武市さんぶの森文 山武市埴谷1904-5
化ホール
(289-1223)
芝山文化センター
山武郡芝山町小池
973 (289-1624)
茂原市東部台文化会 茂原市東部台1-7-15
館
(297-0015)
長生村文化会館
長生郡長生村岩沼
2119 (299-4336)
睦沢ゆうあい館
長生郡睦沢町上之郷
1654-1 (299-4413)
勝浦市芸術文化交流
勝浦市沢倉523-1
センターKüste
(299-5231)
いすみ市夷隅文化会 いすみ市深谷1968-1
館
(298-0125)
いすみ市大原文化セ いすみ市大原7838
ンター
(298-0004)
いすみ市岬ふれあい会 いすみ市岬町東中滝
館文化センター
720-1 (299-4621)
千葉県南総文化ホー 館山市北条740-1
ル
(294-0045)
木更津市民会館
木更津市貝渕2-1340 (292-0833)
君津市民文化ホール 君津市三直622
(299-1172)
袖ケ浦市民会館

袖ケ浦市坂戸市場
1566 (299-0262)

電話
収容定員
0478-72-1601 (移)402
0479-76-7811 (固)794
0479-22-3315 大(固)998 大(移)81
大(他)2 中(移)150
0479-64-2001 大(固)888 大(移)12
小(固)299 小(移)3
0479-73-0753 (移)500
0475-55-6211 大(固)1213 大(他)2
小(移)340
0475-82-5222 (固)350 (他)18
0475-80-9700 (移)357
0479-77-1861 (固)798 (他)4
0475-23-8711 (固)328 (移)10
0475-32-5100 (固)695 (他)6
0475-44-0211 (移)450
0470-73-1001 826(1階は可動式)
0470-86-5000 (移)600
0470-63-1222 (固)800 (他)4
0470-87-8785 (固)849 (他)4
0470-22-1811 大(固)1194 大(他)6
小(固)298 小(他)2
0438-22-4184 大(固)1134 大(他)4
中(移)500 小(移)220
大ホール、小ホールは休
館中。中ホールのみ利用
0439-55-3300 可能
大(固)1066 大(移)130

大(他)4 中(固)478
中(移)20 中(他)4
0438-62-3135 大(固)624 大(他)4
大(移)25

注 大は大ホール、中は中ホール、小は小ホール、(固）は固定席、(移)は移動可能な椅
子席、(補)は補助席、(他)は身障者席、母子専用席を示す。
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