
千葉県内アルコール・薬物・ギャンブル等依存症関連情報
施設名をクリックするとホームページにリンクします

アルコール依存専門病棟がある医療機関
住  所

船橋市金堀町521-36
鎌ヶ谷市初富808-54

アルコール専門外来がある医療機関

住  所
袖ヶ浦市長浦駅前5-21

県内行政機関におけるアルコール関連事業実施機関
名 称 事業内容 住 所 開催日時 問い合わせ先

我孫子市保健センター アルコール教室 我孫子市湖北台Ⅰ-12-16 第１金14:30～16:00 04-7185-1126

船橋市保健所
地域保健課

アルコール相談
(精神保健福祉相談兼)

船橋市北本町1-16-55 第２水13:30～16:00 047-409-3668

酒害相談 第２火14:00～16:00

酒害教室(本人・家族) 第２水14:00～16:00

アルコール家族教室 第１火13:30～15:30

松戸健康福祉センター
地域保健課

酒害相談 松戸市小根本７ 第３木14:00～16:30
047-361-2138

八日市場地域保健センター 酒害相談 匝瑳市八日市場イ２１１９－１
偶数月、第１月曜日
１３：３０～１５：３０

047972-1281

安房健康福祉センター
地域保健課

断酒学級 館山市北条1093-1 第２月14:00～16:00 0470-22-4511

君津健康福祉センター
地域保健課

断酒学級 木更津市新田3-4-34 第１火14:00～16:00 0438-22-3744

アルコール依存症自助グループ

団体名 連絡先
全日本断酒連盟 03-3863-1600
千葉県断酒連合会
千葉県断酒新生会 
つくし（ちば断酒友の会）
AA（ｱﾙｺﾎｰﾘｸｽ・ｱﾉﾆﾏｽ） 03-5957-3506
アラノン・ジャパン 045-642-8777

名 称 問い合わせ先

船橋北病院
秋元病院

047-457-7151
047-445-8321

住所

名 称 問い合わせ先
袖ヶ浦さつき台病院 0438-62-1113

柏市保健所
保健予防課

柏市柏5-10-1 04-7167-1254

東京都千代田区岩本町3-2-2エスコート神田岩本町101号 
全日本断酒連盟ＨＰ参照

例会などＨＰに掲載

自助グループの活動の中心は、お互いの体験を語る断酒例会、ミーティングです。内容を詳しくお知りになりたい方は全日本断酒連盟、つく
し（ちば断酒友の会）、AA（ｱﾙｺﾎｰﾘｸｽ・ｱﾉﾆﾏｽ）、アラノンのホームページをご覧ください。また、以下の会場・日程は、変更・中止となる
場合がありますので、ミーティングに参加ご希望の方は事前に問い合わせ先へ電話等で確認の上、ご参加ください。
＊ご不明なところがありましたら、精神保健福祉センターまたは各健康福祉センター(保健所）にお問い合わせ下さい。

東京都豊島区南大塚3-34-16オータニビル３Ｆ 
神奈川県横浜市神奈川区白幡上町19-13



自助グループ一覧
名称 会 場 開催日時 対  象 問い合わせ先

市原市八幡公民館 第１日・第３日9:50～11:50
野田市木間ヶ瀬公民館 第１日・第４日13:00～15:30
我孫子市天王台北近隣センター 第１月18:30～20:30
東金市中央公民館 第１火・第３火18:25～20:25
柏市豊四季台近隣センター 第１水18:30～20:30
船橋市中央公民館 第１木18:30～20:30
松戸市民会館 第１金18:30～20:30
船橋市勤労市民センター
（※アメジスト）

第１土12:30～14:00

船橋市勤労市民センター 第１土14:30～16:30
市川市中央公民館 第１土18:30～20:30
君津中央公民館 第２日・第４日14:00～16:00
流山市向小金福祉会館 第２日14:00～16:00
茂原市本納公民館 第２火18:25～20:25
浦安市中央公民館 第２水・第４水18:30～20:30
柏市旭町近隣センター 第２水18:30～20:30
白井市保健福祉センター 第２金18:30～20:30
松戸市明市民センター 第２金・第３金18:30～20:30

第２土18:30～20:30
 第３日13:30～15:30

第４火18:30～20:30
市川市信篤公民館 第３水18:30～20:30
柏市藤心近隣センター 第３水18:30～20:30
野田市市民会館 第３土・第４土18:30～20:30
八街市中央公民館 第３土13:20～15:20
八千代市大和田公民館 第４月18:30～20:30
流山市江戸川台福祉会館 第４金18:30～20:30
習志野市大久保公民館 第４土18:30～20:30

稲毛公民館
第１土・第３金・第３金
18:30～20:30

幕張公民館 第２木18:30～20:30
千葉市中央ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 第１.２日13:00～15:00

千葉市幕張公民館 第４日10:00～12:00

千葉市穴川ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
第１日・第3、４土
19:00～21:00

四街道市四街道公民館 第２土第2土19:00～21:00
下総精神医療センター 第３水13:00～15:00

千葉市小中台公民館 第３土19:00～21:00

つくし
（ちば断酒友の会）

千葉県断酒会
（全日本断酒連盟）

ホーム
ページ参照

依存者本人、家族
※アメジストは、女性
本人及びその家族の
み参加可
＊連絡先について
は、個人情報を含み
ますので各団体に御
連絡して下さい。

依存者本人、家族

依存者本人、家族
ホーム

ページ参照

各団体の
ホームペー
ジからご確
認下さい

千葉県断酒連合会
千葉断酒新生会

鎌ヶ谷市中央公民館



AA関東甲信越セ
ントラルオフィ
ス
03-5957-3506１
０～１９時
受付：年中無休

浦安市当代島公民館 毎週火19:00～20:30
浦安市南行徳市民談話室 第５火19:00～20:30
浦安市行徳公民館 毎週木13:30～15:00
柏市中央近隣センター 第２・４木15:30～17:00
秋元病院 第２・３・４土16:00～17:00
きらり鎌ヶ谷市民会館 第１・３木19:00～20:30 鎌ヶ谷ｸﾞﾙｰﾌﾟ
佐原カトリック教会 第１・３火19:00～20:30
日本キリスト教団佐倉教会 第２・４金15:30～17:00
成田市加良部公民館 毎週土19:00～20:00
船橋市高根台公民館 毎週日13:00～14:30
習志野市谷津公民館 毎週水19:00～20:30
船橋市塚田公民館 毎週土13:00～14:30
千葉市蘇我コミュニティセンター 第１・４土19:00～20:30 蘇我ｸﾞﾙｰﾌﾟ
君津市立中央図書館３階 第２月14:00～15:00
カトリック銚子教会 毎週木19:30～20:30
山武市成東文化会館のぎくプラザ 毎週土15:00～16:00
千葉市幕張公民館 毎週金19:00～20:30 千葉ｸﾞﾙｰﾌﾟ
船橋市二和公民館 毎週土13:00～14:30 千葉北ｸﾞﾙｰﾌﾟ
鎌ヶ谷コミュニティセンター 毎週月19:00～20:30
船橋市薬円台公民館 毎週水19:00～20:30
ライフケアセンター（船橋会場） 第１月19:00～20:30
市川聖マリア教会 第４木19:00～20:30
カトリック松戸教会 第３金19:00～20:30
東金カトリック教会 毎週日17:00～18:30
SDA茂原キリスト教会 第３水19:00～20:30
千葉市土気公民館 第３金14:15～15:15
習志野市谷津公民館 毎週日18:30～19:30 習志野ｸﾞﾙｰﾌﾟ
館山聖アンデレ教会 毎週月19:00～20:30 南総里見ｸﾞﾙｰﾌﾟ

船橋市西部公民館 毎週土19:00～20:30 西船橋ｸﾞﾙｰﾌﾟ

アミュゼ柏
毎週第１・２・４月
19:00～20:30

柏葉ｸﾞﾙｰﾌﾟ

船橋市葛飾公民館 毎週火19:00～20:30
船橋市宮本公民館３階 毎週木19:00～20:30
船橋市海神公民館 毎週金19:00～20:30
船橋市三咲公民館 毎週水19:00～20:30 三咲ｸﾞﾙｰﾌﾟ
流山市南流山センター 第３・４火19:00～20:30 南流山ｸﾞﾙｰﾌﾟ
市川市本八幡地域ふれあい館 毎週月16:30～17:30最終（休）
八千代市八千代台東南公民館 毎週土19:00～20:30
市川市市民会館 毎週日16:30～18:00

毎週月10:15～11:30
毎週火13:30～14:30

船橋北病院 毎週金15:30～16:30
カトリック西千葉教会 第４火18:50～20:20 蘇我ｸﾞﾙｰﾌﾟ
カトリック習志野教会 第２木14:00～15:30 千葉地区女性
千葉市土気公民館 第３木13:00～14:00 東金ｸﾞﾙｰﾌﾟ

浦安ｸﾞﾙｰﾌﾟ

柏ｸﾞﾙｰﾌﾟ

新船橋ｸﾞﾙｰﾌﾟ

東金ｸﾞﾙｰﾌﾟ

船橋ｸﾞﾙｰﾌﾟ

AA
ｱﾙｺﾎｰﾘｸｽ・ｱﾉﾆﾏｽ

八千代ｸﾞﾙｰﾌﾟ

八幡ｸﾞﾙｰﾌﾟ

県内（①浦安ｸﾞﾙｰﾌﾟ、②柏ｸﾞﾙｰﾌﾟ、③鎌ヶ谷ｸﾞﾙｰﾌﾟ、④佐原ｸﾞﾙｰﾌﾟ、⑤新船橋ｸﾞﾙｰﾌﾟ、⑥蘇我ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ、⑦館山ｸﾞﾙｰﾌﾟ、⑧千葉ｸﾞﾙｰﾌﾟ、⑨千葉北ｸﾞﾙｰﾌﾟ、⑩津田沼ｸﾞﾙｰﾌﾟ、⑪東葛ｸﾞﾙｰﾌﾟ、⑫東金ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ、⑬習志野ｸﾞﾙｰﾌﾟ、⑭習志野ｸﾞﾙｰﾌﾟ、⑮西船橋ｸﾞﾙｰﾌﾟ、⑯柏葉ｸﾞﾙｰﾌﾟ、⑰船橋ｸﾞﾙｰﾌﾟ、⑱三咲ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ、⑲南流山ｸﾞﾙｰﾌﾟ、⑳八千代ｸﾞﾙｰﾌﾟ、㉑八幡ｸﾞﾙｰﾌﾟ）が各地域で開催、本人以外も参加できる
オープンミーティングや、女性のみ参加のミーティングなど、各種ミーティングを実施、詳細は、AA
のホームページ等でご確認ください。

市川市中央公民館

依存者女性

佐原ｸﾞﾙｰﾌﾟ

館山ｸﾞﾙｰﾌﾟ

津田沼ｸﾞﾙｰﾌﾟ

東葛ｸﾞﾙｰﾌﾟ



アラノン 県内柏ｸﾞﾙｰﾌﾟがアミゼ柏で開催 毎週金曜10:30～11:30

アラノンジャパン
GSO(10～17時受付：
日・祝は休み）
0456-42-8777

家族

アルコール・薬物依存リハビリテーション施設

ジャパンマック 依存全般
東京都北区滝野川6-76-9
エスポワールオチアイ１Ｆ

薬物依存の専門病棟がある医療機関
住所

千葉市緑区辺田町578

薬物依存リハビリテーション施設
住所
千葉市中央区白旗3-16-7
長生郡長生村小泉1310
館山市正木562-11
館山市長須賀195館山ｳｨｽﾞﾎｰﾙ1
南房総市白浜町滝口6772-5
館山市稲1275
君津市白駒315-1

チバマリア依存症リハビリ施設 非公開

館山ダルク白浜ハウス

千葉ダルク九十九里ハウス
千葉ダルク南房総ハウス 0470-27-3639
館山ダルク

0475-32-6863

問い合わせ先名  称

03-3916-7878

千葉ダルク

名称 問い合わせ先

0439-27-1315

名称

0470-28-5750

043-209-5564

下総精神医療センター 043-291-1221

アルコール・薬物依存者が回復するための通所・入所開設を、東京都内に運営している。女性依存症者のための施設も運営。スタッフは、アル
コール・薬物依存症からの回復者が中心となっている。詳しくは、ホームページをご覧ください。

問い合わせ先

館山ダルク九重ハウス
リカバリーファーム

0470-28-5439
（9：00～17：00）
0470-29-5070(時間外）



薬物依存自助グループ
名称 会場 開催日時 問い合わせ先 対  象

NAジャパンセントラル
オフィス
FAX03-3902-8869（基本
的にTEL対応はしていな
い）

習志野カトリック教会 毎週月18:30～20:45
カトリック東金教会 毎週月19:00～20:30
千葉寺カトリック教会 毎週火19:00～20:30
カトリック茂原教会 毎週水・木19:00～20:30
市川カトリック教会 毎週水19:00～20:30
西千葉カトリック教会 毎週木19:00～20:30
千葉市誉田公民館 毎週土19:00～20:30
袖ヶ浦市長浦公民館 毎週日18:00～19:00

松戸カトリック教会 毎週水19:00～20:30
千葉ｸﾞﾙｰﾌﾟ
080-5691-1157

君津市生涯学習交流センター101号室毎週月19:00～20:30
君津市地域情報センター2階小会議室 毎週木17:00～18:00
袖ヶ浦市長浦公民館 毎週火19:00～20:00
カトリック木更津教会 毎週水19:00～20:00
市原市八幡公民館2階視聴覚室 毎週金19:00～20:30
鴨川カトリック教会 第２．４月17:00～18:00
南房総市和田公民館 毎週木・金16:00～17:00
南房総市富山公民館 毎週火・水・土16:00～17:00
館山ホール
（会場非公開電話にて要確認）

毎週月～金15:15～16:15
鋸南ｶﾞｰﾙｽﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ
0470-29-5070

会場非公開 第２日10:00～11:30
ﾜｰｶｰｽﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ
070-1304-7232

カトリック松戸教会
毎月第２、４木
14:00～15:00

市川市八幡市民談話室 第２．４日13:30～15:00
カトリック市川教会
１階101号室

毎週金18:30～20:30

船橋市男女共同参画センター会議室 毎週木18:30～20:30

千葉菜の花家族会 千葉市ハーモニープラザ

毎月第２水13:00～17:00
(夜の部）奇数月第2水曜日
17：30～19：30
（祝休日は休会）

毎月第２水13:00～
17:00
(夜の部）
奇数月第2水曜日
17：30～19：30（祝
休日は休会）

家族

全国薬物依存症家族連合
会（薬家連）

ナラノン

NA
ﾅﾙｺﾃｨｸｽ・ｱﾉﾆﾏｽ

千葉ｵｰﾌﾟﾝｳｪｲｸﾞﾙｰﾌﾟ
090-1850-4726
依存症本人
（本人以外の入場
可）

ｾﾚﾆﾃｨﾗｲﾌｸﾞﾙｰﾌﾟ
080-6735-7711

県内（①千葉ｵｰﾌﾟﾝｳｪｲｸﾞﾙｰﾌﾟ、②ｾﾚﾆﾃｨﾗｲﾌｸﾞﾙｰﾌﾟ、③ｱｸｱﾗｲﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ、④鋸
南ｶﾞｰﾙｽﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ、⑤ﾜｰｶｰｽﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ）が各地域で開催、本人以外も参加でき
るオープンミーティングや、女性のみ参加のミーティングなど、各種ミー
ティングを実施、詳細は、NAのホームページ等でご確認ください。

ナラノンNSO
（月～金）
10：00～16：00
03-5951-3571

依存症
女性本人

依存症本人他

依存症本人他

薬物依存症者と各地域の家族会が協力して精神保健の普及啓発に努め、社会復帰ならびに社会参加の促
進と、保健・医療・福祉制度の改善・充実を期するとともに家族会に連携と会員相互の交流をはかるこ
とを目的として平成１６年に設立された団体、ホープページには、全国の家族会やイベント情報、家族
の立場からの薬物依存症に関するさまざまな情報が掲載されている。

ｱｸｱﾗｲﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ
080-3605-7197

家族



ギャンブル依存自助グループ

名 称 会 場 開催日時 問い合わせ先 対 象
千葉市蘇我コミュニティセンター 毎週日10:15～12:00
千葉市高須コミュニティセンター 毎週金19:15～20:45
柏市中央公民館 毎週土13:30～15:00
八千代台東南公民館 第２．３火19:15～20:45
船橋市東部公民館第１集会室 毎週月19:30～20:45
松戸市民会館 毎週日14:30～16:00
市川市行徳公民館 毎週土10:20～11:30
市川市勤労福祉センター分館 毎週日10:15～12:00

市川市勤労福祉センター分館 第２，４日13:30～15:00
依存症女性

のみ
浦安市中央公民館 毎週金19:15～20:45
船橋市中央公民館 毎週土10:20～11:50
鎌ヶ谷市粟野コミュニティセンター 毎週日10:40～12:00
船橋市男女共同参画センター２階第
２会議室

毎週水10:00～11:30

カトリック西千葉教会 毎週木13:00～14:30
蘇我コミュニティセンター 毎週水19:15～20:30
ミレニアムセンター佐倉 毎週水15:00～16:30
新松戸市民センター 毎週火19:30～20:30
パレット柏 毎週金10:30～12:00
千葉中央コミュニティセンター 毎週水19:15～20:30

全国ギャンブル依存症
家族の会千葉会場

船橋市中央公民館 毎週月13:00～15:00

NPO法人全国ギャン
ブル依存症家族の会
TEL：090-1404-3327
千葉会場担当
田所様
090-1404-3327

家族

《その他の県外の相談機関》

パチンコ依存問題相談機関
相談日時

月～金（祝日を除く）
１０～１６時

さまざまなアディクション（依存症）問題相談機関

名称 相談電話番号

リカバリーサポートネットワーク 050-3541-6420

名称 概要

AKK（アディクション問題を考える会）
対象は、アディクション問題全般について問題を抱える本人及び家族、各
地で相談例会（自助グループのミーティング）を開催している。詳細は
ホームページをご覧ください。

パチンコ・パチプロの遊技に関する依存及び依存関連問題解決の支援を行うことを目的に設立された非営利の相談機関。問題でお悩みの方や
そのご家族を対象に、無料で電話相談を実施。（通話料のみ自己負担）

ギャマノン 家族・友人

GA
ギャンブラー・アノニ

マス

依存症からの回復には、自助グループへの参加が大変重要と言われています。自助グループの活動の中心は、お互いの体験を語
るミーティングです。内容を詳しく知りたい方はGA（ギャンブラーズ・アノニマス）、ギャマﾉンのホープページをご覧くださ
い。また、以下の会場・日程は、変更・中止となる場合がありますので、ミーティングに参加ご希望の方は事前に問い合わせ
先へ電話等で確認の上、ご参加ください。

ギャマノン日本サービ
スオフィス
TEL・FAX
03-6659-4879
（月・木10：00～
12：00電話対応）
メール
info@gam-anon.jp
メールにリンクされて
います
 

GA日本インフォメーション
センター
FAX：046-263-3681
メール
gajapan@9.so-net.ne.jp
メールにリンクされていま
す

依存症本人
（本人以外

も可）



さまざまなアディクション（依存症）問題市民団体
名称 概要

ASK（アスク）
（アルコール薬物問題全国市民協会）

1983年からアルコールをはじめとする依存症予防及び回復のための活動を
行っているNPO法人、1994年からは出版・研修部門が「アスク・ヒューマ
ン・ケア」として独立し、依存症に関するさまざまな講演、研修や通信講
座、数多くの書籍、パンフレットの出版などを行っている。詳細はホーム
ページをご覧ください。


