
【請求窓口一覧】

部 課 係 電話番号 内線 郵便番号 所在地

千葉市

中央区

保健福祉センター 社会援護第一課 社会給付班 043-221-2147 260-8511 千葉市中央区中央４－５－１きぼーる１４階

千葉市

花見川区

保健福祉センター 社会援護課 社会給付班 043-275-6416 262-8510 千葉市花見川区瑞穂１－１

千葉市

稲毛区

保健福祉センター 社会援護課 社会給付班 043-284-6135 263-8550 千葉市稲毛区穴川４－１２－４

千葉市

若葉区

保健福祉センター 社会援護第一課 社会給付班 043-233-8148 264-8550 千葉市若葉区貝塚２－１９－１

千葉市

緑区

保健福祉センター 社会援護課 社会給付班 043-292-8135 266-8550 千葉市緑区鎌取町２２６－１

千葉市

美浜区

保健福祉センター 社会援護課 社会給付班 043-270-3148 261-8581 千葉市美浜区真砂５－１５－２

銚子市 社会福祉課社会福祉室 社会班 0479-24-8195 288-8601 銚子市若宮町１－１

市川市 福祉部 生活支援課

援護・自立支援

班

047-383-9568 272-0023

市川市南八幡1丁目17番15号

南八幡仮設庁舎1階

船橋市 福祉サービス部 地域福祉課 総務係 047-436-2313 273-0011

船橋市湊町２－１０－１８

千葉県船橋合同庁舎４階

館山市 健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係 0470-22-3492 294-8601 館山市北条１１４５－１

木更津市 福祉部 社会福祉課 地域福祉係 0438-23-6717 508 292-8501

千葉県木更津市朝日3-10-19

木更津市役所朝日庁舎

（イオンタウン木更津朝日2階）

松戸市 健康福祉部 地域福祉課 047-366-3019 271-0073

松戸市小根本７－８

京葉ガス松戸第２ビル6階

野田市 保健福祉部 生活支援課 社会係 04-7125-1111 2116 278-8550 野田市鶴奉７－１

茂原市 福祉部 社会福祉課 地域福祉係 0475-20-1571 297-8511 茂原市道表１

成田市 福祉部 社会福祉課 社会係 0476-20-1536 286-8585 成田市花崎町７６０

佐倉市 福祉部 社会福祉課 地域福祉班 043-484-6135 285-8501 佐倉市海隣寺町９７

東金市 市民福祉部 社会福祉課 社会係 0475-50-1233 283-8511 東金市東岩崎１－１

旭　 市 社会福祉課 社会班 0479-62-5317 289-2595 旭市二１９２０

習志野市 健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係 047-451-1151 394 275-8601 習志野市鷺沼２－１－１

柏　 市 保健福祉部 福祉政策課 衛生援護・防災担当04-7167-1171 277-8505 柏市柏５－１０－１

勝浦市 福祉課 社会福祉係 0470-73-6621 299-5292 勝浦市新官１３４３－１

市原市 保健福祉部 保健福祉課 企画調整係 0436-23-9768 290-8501 市原市国分寺台中央１－１－１

流山市 健康福祉部 社会福祉課 社会係 04-7150-6079 398 270-0192 流山市平和台１－１－１

八千代市 健康福祉部 健康福祉課 地域福祉班 047-483-1151 276-8501 八千代市大和田新田３１２－５

我孫子市 健康福祉部 社会福祉課 社会福祉担当 04-7185-1111 649 270-1192 我孫子市我孫子１８５８

鴨川市 健康福祉部 福祉課 地域ささえあい係 04-7093-7112 204 296-0033

鴨川市八色８８７－１

総合保健福祉会館（ふれあいセンター）

鎌ケ谷市 健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係 047-445-1286 273-0195

鎌ケ谷市新鎌ケ谷２－６－１

総合福祉保健センター4階

君津市 保健福祉部 厚生課 社会係 0439-56-1183 299-1192 君津市久保２－１３－１

富津市 健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係 0439-80-1258 293-8506 富津市下飯野２４４３

浦安市 福祉部 社会福祉課 地域福祉推進係 047-712-6388 279-8501 浦安市猫実１－１－１

四街道市 福祉サービス部 福祉政策課

地域福祉グルー

プ

043-421-6121 284-8555 四街道市鹿渡無番地

袖ケ浦市 福祉部 地域福祉課 地域福祉班 0438-62-3157 299-0292 袖ケ浦市坂戸市場１－１
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八街市 市民部 社会福祉課 社会班 043-443-1622 289-1192 八街市八街ほ３５－２９

印西市 福祉部 社会福祉課 厚生係 0476-42-5111 255 270-1396 印西市大森２３６４－２

白井市 福祉部 社会福祉課 厚生係 047-492-1111 5301 270-1492 白井市復１１２３

富里市 健康福祉部 社会福祉課 厚生班 0476-93-4192 383 286-0292 富里市七栄６５２－１

南房総市 保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係 0470-36-1151 302 294-8701 南房総市谷向１００　

匝瑳市 福祉課 社会福祉班 0479-73-0096   289-2198 匝瑳市八日市場ハ７９３－２

香取市 福祉健康部 社会福祉課 社会福祉班 0478-50-1209 2413 287-8501 香取市佐原ロ２１２７

山武市 保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係 0475-80-2612 289-1392 山武市殿台２９６

いすみ市 福祉課

社会・障害福祉

班

0470-62-1117 298-8501 いすみ市大原７４００－１

大網白里市 社会福祉課 社会福祉班 0475-70-0330 299-3292 大網白里市大網１１５－２

印旛郡

酒々井町

健康福祉課 福祉班 043-496-1171 134 285-8510 印旛郡酒々井町中央台４－１１

印旛郡

栄　 町

福祉・子ども課 福祉総務班 0476-33-7707 270-1592 印旛郡栄町安食台１－２

香取郡

神崎町

保健福祉課 福祉係 0478-72-1603 301 289-0221

香取郡神崎町神崎本宿９６

神崎ふれあいプラザ　保健福祉館

香取郡

多古町

保健福祉課 福祉係 0479-76-3185 289-2241

香取郡多古町多古２８４８

保健福祉センター

香取郡

東庄町

健康福祉課 福祉係 0478-80-3300 289-0612

香取郡東庄町石出２６９２－４

保健福祉総合センター

山武郡

九十九里

町

社会福祉課 社会福祉係 0475-70-3162 283-0195 山武郡九十九里町片貝４０９９

山武郡

芝山町

福祉保健課 福祉係 0479-77-3914 289-1692 山武郡芝山町小池９９２

山武郡

横芝光町

福祉課 社会福祉班 0479-84-1257 1621 289-1793 山武郡横芝光町宮川１１９０２

長生郡

一宮町

福祉健康課 福祉係 0475-42-1431 299-4396 長生郡一宮町一宮２４５７

長生郡

睦沢町

福祉課 福祉班 0475-44-2504 299-4492 長生郡睦沢町下之郷１６５０－１

長生郡

長生村

福祉課 福祉係 0475-32-2112 580 299-4394 長生郡長生村本郷１－７７

長生郡

白子町

健康福祉課 福祉係 0475-33-2113 123 299-4292 長生郡白子町関５０７４－２

長生郡

長柄町

健康福祉課 福祉係 0475-35-2414 142 297-0298 長生郡長柄町桜谷７１２

長生郡

長南町

福祉課 福祉介護係 0475-46-2116 159 297-0192 長生郡長南町長南２１１０

夷隅郡

大多喜町

健康福祉課 社会福祉係 0470-82-2168 255 298-0292 夷隅郡大多喜町大多喜９３

夷隅郡

御宿町

税務住民課 住民班 0470-68-6695 299-5192 夷隅郡御宿町須賀１５２２

安房郡

鋸南町

税務住民課 住民保険室 0470-55-2112 299-2192 安房郡鋸南町下佐久間３４５８


