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資料４    

関 係 機 関 一 覧 

 

 

１ 県健康福祉センター 

 

地域における千葉県の健康福祉の総合的行政窓口 

名  称 所在地 電話番号 所管区域 

習志野健康福祉センター 
習 志 野 市 本 大 久 保

5-7-14 
047(475)5151 習志野市、八千代市、鎌ケ谷市 

市川健康福祉センター 市川市南八幡 5-11-22 047(377)1101 市川市、浦安市 

松戸健康福祉センター 
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 

野田健康福祉センター 野田市柳沢 24 04(7124)8155 野田市 

印旛健康福祉センター 
佐倉市鏑木仲田町 8-1 

（印旛合同庁舎内） 
043(483)1133 

成田市・佐倉市・四街道市・八街

市・印西市・富里市・酒々井町・

白井市・栄町 

香取健康福祉センター 
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 

海匝健康福祉センター 銚子市清川町 1-6-12 0479(22)0206 銚子市・旭市・匝瑳市 

山武健康福祉センター 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 

長生健康福祉センター 
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 

夷隅健康福祉センター 
勝浦市出水 1224 

 
0470(73)0145 

勝浦市・いすみ市・大多喜町・御

宿町 

安房健康福祉センター 
館山市北条 1093-1 

 
0470(22)4511 

館山市・南房総市・鋸南町・鴨川

市 

君津健康福祉センター 
木更津市新田 3-4-34 

 
0438(22)3743 

木更津市・君津市・富津市・袖ケ

浦市 

市原健康福祉センター 市原市五井 1309 0436(21)6391 市原市 
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２ 市町村（ひとり親家庭福祉主管課） 

 

市町村名 担当課 所在地 電話番号 

千葉市 こども家庭支援課 千葉市中央区千葉港１-１ 043(245)5179 

中央区 こども家庭課 千葉市中央区中央 4-5-1 043(221)2149 

花見川区 こども家庭課 千葉市花見川区瑞穂 1-1 043(275)6421 

稲毛区 こども家庭課 千葉市稲毛区穴川 4-12-4 043(284)6137 

若葉区 こども家庭課 千葉市若葉区貝塚 2-19-１ 043(233)8150 

緑区 こども家庭課 千葉市緑区鎌取町 226-１ 043(292)8137 

美浜区 こども家庭課 千葉市美浜区真砂 5-15-2 043(270)3150 

銚子市 子育て支援課 銚子市若宮町１-１ 0479(25)7502 

市川市 子育て支援課 市川市八幡 3-4-1 アクス本八幡 2F 047(711)0679 

こども福祉課 市川市南八幡 2-20-2 047(712)8539 

船橋市 児童家庭課 船橋市湊町 2-10-25 047(436)3316 

館山市 社会福祉課 館山市北条 1145-1 0470(22)3750 

木更津市 子育て支援課 木更津市朝日 3-10-19 0438(23)7249 

松戸市 子育て支援課 松戸市根本 387-5 047(366)7347 

野田市 児童家庭課 野田市鶴奉 7-1 04(7123)1093 

茂原市 子育て支援課 茂原市道表１ 0475(20)1573 

成田市 子育て支援課 成田市花崎町 760 0476(20)1538 

佐倉市 児童青少年課 佐倉市海隣寺町 97 043(484)6140 

東金市 子育て支援課 東金市東岩崎１-１ 0475(50)1202 

旭市 子育て支援課 旭市二の 1920 0479(62)8012 

習志野市 子育て支援課 習志野市鷺沼 2-1-1 047(453)9203 

柏市 こども福祉課 柏市柏 5-10-1 04(7167)1595 

勝浦市 福祉課 勝浦市新官 1343-1 0470(73)6618 

市原市 子ども福祉課 市原市国分寺台中央１-１-１ 0436(23)9802 

流山市 子ども家庭課 流山市平和台１-１-１ 04(7158)6082 

八千代市 子ども福祉課 八千代市大和田新田 312-5 047(483)1151 

我孫子市 子ども支援課 我孫子市我孫子 1858 04(7185)1111 

鴨川市 子ども支援課 鴨川市八色 887-１ 04(7093)7113 

鎌ケ谷市 こども支援課 鎌ケ谷市新鎌ケ谷 2-6-1 047(445)1325 

君津市 子育て支援課 君津市久保 2-13-1 0439(56)1128 

富津市 子育て支援課 富津市下飯野 2443 0439(80)1256 

浦安市 

こども家庭支援セ

ンタ- 
浦安市猫実 1-2-5 047(350)7867 

こども課 浦安市猫実１-１-１ 047(712)6424 

四街道市 子育て支援課 四街道市鹿渡無番地 043(421)6124 
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市町村名 担当課 所在地 電話番号 

袖ケ浦市 子育て支援課 袖ケ浦市坂戸市場 1-1 0438(62)3272 

八街市 子育て支援課 八街市八街ほ 35-29 043(443)1693 

印西市 子育て支援課 印西市大森 2364-2 0476(33)4645 

白井市 子育て支援課 白井市復 1123 047(497)3487 

富里市 子育て支援課 富里市七栄 652-1 0476(93)4497 

南房総市 社会福祉課 南房総市谷向 100  0470(36)1151 

匝瑳市 福祉課 匝瑳市八日市場ハ 793-2 0479(73)0096 

香取市 子育て支援課 香取市佐原ロ 2127 0478(50)1257 

山武市 子育て支援課 山武市殿台 296 0475(80)2631 

いすみ市 福祉課 いすみ市大原 7400-1 0470(60)1120 

大網白里市 子育て支援課 大網白里市大網 115-2 0475(70)0331 

酒々井町 健康福祉課 印旛郡酒々井町中央台 4-11 043(496)1171 

栄町 福祉・子ども課 印旛郡栄町安食台 1-2 0476(33)7707 

神崎町 保健福祉課 香取郡神崎町神崎本宿 163 0478(72)1603 

多古町 子育て支援課 香取郡多古町多古 584 0479(76)5412 

東庄町 健康福祉課 香取郡東庄町石出 2692-4 0478(80)3300 

九十九里町 社会福祉課 山武郡九十九里町片貝 4099  0475(70)3164 

芝山町 福祉保健課 山武郡芝山町小池 992 0479(77)3914 

横芝光町 健康こども課 山武郡横芝光町栗山 1076 0479(82)3400 

一宮町 子育て支援課 長生郡一宮町一宮 2457 0475(42)1415 

睦沢町 福祉課 長生郡睦沢町下之郷 1650-1 0475(44)2504 

長生村 子ども教育課 長生郡長生村本郷 1-77 0475(32)2117 

白子町 住民課 長生郡白子町関 5074-2 0475(33)2112 

長柄町 健康福祉課 長生郡長柄町桜谷 712 0475(35)2414 

長南町 福祉課 長生郡長南町長南 2110 0475(46)2116 

大多喜町 健康福祉課 夷隅郡大多喜町大多喜 93 0470(82)2168 

御宿町 保健福祉課 夷隅郡御宿町須賀 1522 0470(68)6716 

鋸南町 保健福祉課 安房郡鋸南町保田 560 0470(50)1172 
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３ 公共職業安定所（ハローワーク） 

 

名称 所在地 電話番号 担当区域 

ハローワーク千葉 千葉市美浜区幸町 1-1-3 043(242)1181 

千葉市のうち中央区(千葉南所の

管轄区域を除く)、美浜区、花見

川区、稲毛区、若葉区、四街道市、

八街市、山武市、山武郡横芝光町 

ハローワーク千葉南 

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 

千葉市のうち中央区(赤井町、今

井、今井町、鵜の森町、大森町、

生実町、川崎町、川戸町、塩田町、

白旗、蘇我町、蘇我、大巌寺町、

新浜町、仁戸名町、花輪町、浜野

町、星久喜町、松ヶ丘町、南生実

町、南町、宮崎、宮崎町、村田町、

若草)、千葉市緑区、市原市、東

金市、大網白里市、九十九里町 

ハローワーク市川 市川市南八幡 5-11-21 047(370)8609 市川市、浦安市 

ハローワーク銚子 
銚子市中央町 8-16 

銚子労働総合庁舎 
0479(22)7406 銚子市、匝瑳市、旭市 

ハローワーク館山 館山市八幡 815-2 0470(22)2236 
館山市、鴨川市、南房総市、安房

郡 

ハローワーク木更津 

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 
木更津市、君津市、富津市、袖ヶ

浦市 

ハローワーク佐原 香取市北 1-3-2 0478(55)1132 香取市、香取郡 

ハローワーク茂原 
茂原市高師台 1-5-1 

茂原地方合同庁舎 1F 
0475(25)8609 茂原市、長生郡 

ハローワークいすみ いすみ市大原 8000-1 0470(62)3551 勝浦市、いすみ市、夷隅郡 

ハローワーク松戸 
松戸市松戸 1307-1 

松戸ビル 3階 
047(367)8609 松戸市、柏市、流山市、我孫子市 

ハローワーク野田 野田市みずき 2-6-1 04(7124)4181 野田市 

ハローワーク船橋 

第二庁舎 

船橋市本町 2-1-1 

船橋市スクエア 21 ビル 
047(420)8609 

船橋市、習志野市、八千代市、鎌

ケ谷市、白井市 

ハローワーク成田 

駅前庁舎 

成田市花崎町 828-11 

スカイタウン成田 3F 
0476(89)1700 

成田市、佐倉市、印西市、富里市、

印旛郡、山武郡のうち芝山町 

 

※この他に、千葉市（中央区、花見川区、若葉区）、柏市、松戸市、船橋市、市川市に生活保護受給者

等就労自立促進事業対象者を対象とした常設窓口が設置されています。 
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４ マザーズハローワーク・マザーズコーナー 

子育てをしながら就職を希望している方に対して、キッズコーナーの設置など子ども連れ

で来所しやすい環境を整備し、予約による担当者制の職業相談、地方公共団体等との連携に

よる保育所等の情報提供、仕事と子育ての両立がしやすい求人情報の提供など、総合的かつ

一貫した就職支援を行っています。 

名称 所在地 電話番号 

マザーズハローワークちば 
千葉市中央区新町 3-13 

千葉 TNビル 1F 
043(238)8100 

ハローワーク松戸マザーズコーナー 
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 
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 
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 

ハローワーク船橋マザーズコーナー 

船橋市本町 1-3-1 

船橋フェイスビル 5階 

※2020.10にﾊﾛｰﾜｰｸ船橋に移転予定 

047(423)3097 

ハローワーク市川マザーズコーナー 
市川市市川南 1-1-1 

 ザ・タワーズ・イースト 3 階  
047(323)8609 

ハローワーク成田マザーズコーナー 
成田市花崎町 760 

成田市役所 2階 
0476(20)0567 

 

 

５ 母子家庭等就業・自立支援センター 

母子家庭の母等に対して、就業相談から就業支援講習会の実施、就業情報の提供等一貫し

た就業支援サービスの提供を行うとともに、弁護士等のアドバイスを受け養育費の取り決め

などの専門的な相談を行う「母子家庭等就業・自立支援センター事業」を実施しています。 

対象地域 所在地 電話番号 

千葉県 

（千葉市・船橋市・

柏市を除く） 

千葉市中央区亥鼻 2-10-9 千葉県母子福祉会館内 

一般財団法人 千葉県母子寡婦福祉連合会 
043(225)0608 

千葉市 
千葉市中央区港町 1-1 千葉市役所こども家庭支援

課内 
043(245)5179 

船橋市 船橋市湊町 2-10-25  船橋市役所児童家庭課内 047(436)3316 

柏市 柏市柏 5-10-1 柏市役所こども福祉課内 04(7167)1595 

 

 

６ 住宅相談機関 

県営住宅の入居募集・住宅に関する問合せ先です。 

名称 所在地 電話番号 

千葉県住宅供給公社 

県営住宅管理部 募集課 
千葉市中央区栄町 1-16  043(222)9200 

住まい情報プラザ 
千葉市中央区栄町 1-16 

千葉県住宅供給公社総合案内所内 
043(223)3266 
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７ 法律相談機関 

経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や必要に応じて弁護

士・司法書士費用などの立替えを行っています。 

名称 所在地 電話番号 

法テラス千葉 
千葉市中央区中央 4-5-1 

Qiball（きぼーる）2階 
050-3383-5381 

法テラス松戸 
松戸市松戸 1879-1 

松戸商工会議所会館 3Ｆ 
050-3383-5388 

 

 

８ 母子・父子福祉センター 

無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及

び生業の指導を行う等母子家庭等の福祉のための便宜を総合的に供与することを目的とする

施設です。 

名称 所在地 電話番号 

船橋市 母子・父子福祉センター 
千葉県船橋市薬円台 5-31-1 

(社会福祉会館内) 
047(466)1278 

浦安市 こども家庭支援センター 
千葉県浦安市猫実 1-2-5 

（健康センター内） 
047(350)7867 

 

 

９ 母子生活支援施設 

離婚・その他の事情により、母子家庭となっている母、あるいはこれに準じる事情のある

人が、経済的な理由や住居がない等のため児童の監護が十分できない場合、母と児童をとも

に入所させ、その生活を支援する児童福祉法に基づく施設です。 

名    称 電話番号 

旭ヶ丘母子ホーム 043(231)4823 

国府台母子ホーム 047(372)1473 

FAHこすもす 0438(53)5105 

青い鳥ホーム 047(430)1225 

 

 

10 関係団体 

名    称 所在地 電話番号 

一般財団法人 

千葉県母子寡婦福祉連合会 

千葉市中央区亥鼻 2-10-9 

千葉県母子福祉会館 
043（222）5818 

社会福祉法人 

千葉県社会福祉協議会 

千葉市中央区千葉港 4番 3号 

（千葉県社会福祉センター内） 
043(245)1101 

千葉県男女共同参画センター 
千葉市中央区都町 2-1-12 

千葉県都町合同庁舎 1階 
043(420)8411 
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千葉県ジョブサポートセンター 
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 
千葉市中央区富士見 2-3-1 

塚本大千葉ビル 5階 
043(441)6301 

 

 

 


