
 1.病院

名　　　　称 所 在 地

独立行政法人国立病院機構千葉医
療センター

千葉市中央区椿森4丁目1番2号

独立行政法人地域医療機能推進機
構千葉病院

千葉市中央区仁戸名町682番地

独立行政法人国立病院機構千葉東
病院

千葉市中央区仁戸名町673

千葉大学医学部附属病院 千葉市中央区亥鼻1丁目8番1号

(医)社団普照会井上記念病院 千葉市中央区新田町1番16号

(医)柏戸病院 千葉市中央区長洲2丁目21番8号

(医)緑栄会三愛記念そが病院 千葉市中央区宮崎2丁目11番15号

(医)三橋病院 千葉市中央区亀井町2番3号

(医)福生会斉藤労災病院 千葉市中央区道場南1丁目12番7号

(医)木村病院 千葉市中央区東本町6番19号

(医)社団誠馨会千葉メディカルセ
ンター

千葉市中央区南町1丁目7番1号

石郷岡病院 千葉市中央区浜野町915

千葉県がんセンター 千葉市中央区仁戸名町666の2

独立行政法人地域医療機能推進機
構千葉病院附属介護老人保健施設

千葉市中央区仁戸名町682番地

千葉市立青葉病院 千葉市中央区青葉町1273番地2

介護老人保健施設葵の園・はまの 千葉市中央区浜野町423番1

介護老人保健施設うらら 千葉市中央区千葉寺町188番地

一般社団法人巨樹の会千葉みなと
リハビリテーション病院

千葉市中央区中央港1丁目17番18号

医療法人浄光会千葉みなと病院 千葉市中央区中央港1丁目29番1号

医療法人緑栄会三愛記念病院 千葉市中央区新千葉二丁目二番三号

千葉健生病院 千葉市花見川区幕張町5丁目392番4

(医)社団千葉県勤労者医療協会介
護老人保健施設まくはりの郷

千葉市花見川区幕張町5丁目405番地の2

(医)社団晴山会平山病院 千葉市花見川区花見川1494番地の3

最成病院 千葉市花見川区柏井町800番地の1

(福)晴山会老人保健施設晴山苑 千葉市花見川区花島町149番地の1

(医)社団晴山会老人保健施設晴山
会ケアセンター

千葉市花見川区天戸町1483の4番地

(医)社団幸有会幸有会記念病院 千葉市花見川区犢橋町77番地3

介護老人保健施設ほうゆう苑 千葉市花見川区犢橋町671番地3

介護老人保健施設ゆうあい苑 千葉市花見川区柏井町1132番地1

医療法人社団鳳雄会介護老人保健
施設ほうゆうの杜

千葉市花見川区犢橋町1105番地

国立研究開発法人量子科学技術研
究開発機構ＱＳＴ病院

千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号

(医)社団翠明会山王病院 千葉市稲毛区山王町166番地の2

(医)社団翠明会介護老人保健施設
アーバンケアセンター

千葉市稲毛区山王町168番地8

社会医療法人社団健脳会千葉脳神
経外科病院

千葉市稲毛区長沼原町408

(福)双樹会介護老人保健施設ダン
ディライオン

千葉市稲毛区山王町174番地

医療法人社団ふけ会富家千葉病院 千葉市稲毛区長沼原町277番地1

医療法人社団駿心会稲毛病院 千葉市稲毛区小仲台6丁目21番3号

医療法人社団駿心会いなげ西病院 千葉市稲毛区稲毛町5丁目8番地6
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(医)社団誠馨会千葉中央メディカ
ルセンター

千葉市若葉区加曽利町1835番地の1

泉中央病院 千葉市若葉区高根町964番地の42

みつわ台総合病院 千葉市若葉区若松町531番地の486

総泉病院 千葉市若葉区更科町2592番地

(福)はつらつの里介護老人保健施
設はつらつリハビリセンター

千葉市若葉区小間子町3番地132

医療法人社団青草会篠﨑病院 千葉市若葉区若松町2120

独立行政法人国立病院機構下総精
神医療センター

千葉市緑区辺田町578番地

千葉南病院 千葉市緑区高田町401番地の5

(医)社団淳英会介護老人保健施設
おゆみの

千葉市緑区大金沢町364番地の1

介護老人保健施設ケアセンターけ
やき園

千葉市緑区鎌取町81番地1

介護老人保健施設葵の園・緑区 千葉市緑区高田町2381番地2

千葉県救急医療センター 千葉市美浜区磯辺3丁目32番1号

千葉市立海浜病院 千葉市美浜区磯辺3丁目31番1号

千葉県精神科医療センター 千葉市美浜区豊砂5番地

銚子市立病院 銚子市前宿町597番地

(医)積仁会島田総合病院 銚子市東町5番地の3

(医)厚仁会内田病院 銚子市西芝町4番地の4

(医)社団慈風会介護老人保健施設
慈風苑

銚子市長塚町3丁目609番地の2

介護老人保健施設とよさと 銚子市豊里台1丁目1044番地の746

介護老人保健施設なぎさ 銚子市松岸町4丁目778番地の55

(医)財団みさき会たむら記念病院 銚子市三崎町2丁目2609番地の1

独立行政法人国立国際医療研究セ
ンター国府台病院

市川市国府台1丁目7番1号

東京歯科大学市川総合病院 市川市菅野5丁目11番13号

(医)静和会中山病院 市川市中山2丁目10番2号

(医)友康会行徳中央病院 市川市日之出17番16号

(医)財団明理会行徳総合病院 市川市本行徳5525番地2

市川東病院 市川市二俣2丁目14番3号

(医)社団嵐川大野中央病院 市川市下貝塚3丁目20番3号

介護老人保健施設市川ゆうゆう 市川市柏井町4丁目229番地4

介護老人保健施設ハートケア市川 市川市奉免町59番2

介護老人保健施設つばさくらぶ 市川市柏井町4丁目296番地2

(医)静和会介護老人保健施設サン
シルバー市川

市川市北方町4丁目1460番

(医)社団平静会大村病院 市川市南八幡4丁目14番2号

介護老人保健施設市川あさひ荘 市川市大町537番地10

介護老人保健施設エスポワール市
川

市川市高谷3丁目1番20号

介護老人保健施設葵の園・市川 市川市大野町3丁目2128番地1

学校法人国際医療福祉大学国際医
療福祉大学市川病院

市川市国府台6丁目1番14号

医療法人社団城東桐和会タムス市
川リハビリテーション病院

市川市柏井町4丁目229番地4
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独立行政法人地域医療機能推進機
構船橋中央病院

船橋市海神6丁目13番10号

公益財団法人復光会総武病院 船橋市市場3丁目3番1号

(医)同和会千葉病院 船橋市飯山満町2丁目508番地

(医)社団睦会いけだ病院 船橋市前原東1丁目6番4号

社会(医)社団千葉県勤労者医療協
会船橋二和病院

船橋市二和東5丁目1番1号

(医)愛の家高根台病院 船橋市高根台4丁目1番1号

(医)社団千葉秀心会東船橋病院 船橋市高根台4丁目29番1号

青山病院 船橋市市場4丁目21番8号

船橋北病院 船橋市金堀町521番地36

(医)吉栄会下総病院 船橋市滝台町94番地22

(医)社団協和会滝不動病院 船橋市南三咲4丁目13番1号

(医)弘仁会板倉病院 船橋市本町2丁目10番1号

(医)沖縄徳洲会千葉徳洲会病院 船橋市高根台2丁目11番1号

(医)成春会北習志野花輪病院 船橋市習志野台2丁目71番10号

船橋市立医療センター 船橋市金杉1丁目21番1号

(医)社団睦会老人保健施設前原苑 船橋市前原東1丁目6番4号

共立習志野台病院 船橋市習志野台4丁目13番16号

老人保健施設千葉徳洲苑 船橋市大穴北7丁目22番1号

老人保健施設やすらぎ 船橋市市場3丁目3番1号

老人保健施設船橋ケアセンター 船橋市高野台5丁目741番地6

(医)社団誠馨会セコメディック病
院

船橋市豊富町696番地1

(医)社団弘仁会老人保健施設ロー
タスケアセンター

船橋市藤原5丁目23番1号

老人保健施設フェルマータ船橋 船橋市飯山満町1丁目822番地

介護老人保健施設オレンジガーデ
ン・ケアセンター

船橋市芝山7丁目41番1号

介護老人保健施設船橋うぐいす園 船橋市高根町1番地1

介護老人保健施設ふなばし光陽 船橋市豊富町644番地12

船橋整形外科病院 船橋市飯山満町1丁目833番地

船橋市立リハビリテーション病院 船橋市夏見台4丁目26番地1号

介護老人保健施設はさま徳洲苑 船橋市飯山満町2丁目685番地3

(医)社団協友会船橋総合病院 船橋市北本町1丁目13番1号

介護老人保健施設みさきの郷 船橋市三咲4丁目23番15号

介護老人保健施設リハビリケア船
橋

船橋市本町4丁目8番30号

医療法人社団嬉泉会大島記念嬉泉
病院

船橋市三咲3丁目5番15号

医療法人社団豊寿会介護老人保健
施設なつみの郷

船橋市夏見台4丁目24番1号

(医)博正会北条病院 館山市北条1089

(福)太陽会安房地域医療センター 館山市山本1155番地

(医)社団小林病院 館山市船形909番地

(医)南陽会田村病院 館山市館山183番地
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介護老人保健施設なのはな館みさ
き

館山市浜田110番地の1

介護老人保健施設館山ケアセン
ター夢くらぶ

館山市山本392番地の1

(医)南陽会介護老人保健施設みや
ぎの郷

館山市宮城1088番地

医療法人沖縄徳洲会館山病院 館山市長須賀196

サテライト型小規模介護老人保健
施設なのはな館なぎさ

館山市北条2832番地

国保直営総合病院君津中央病院 木更津市桜井1010

(医)社団養真会上総記念病院 木更津市新田1丁目11番25号

(医)萩仁会萩原病院 木更津市木更津1丁目1番36号

(医)同仁会木更津病院 木更津市岩根2丁目3番1号

(医)社団志仁会薬丸病院 木更津市富士見2丁目7番1号

高名清養病院 木更津市長須賀1239番地

木更津東邦病院 木更津市菅生725番地1

老人保健施設ケアセンターきさら
づ

木更津市長須賀1239番地

(医)社団邦清会かもめメディカル
ケアセンター

木更津市菅生689番地

介護老人保健施設メディケアーさ
ざなみ

木更津市中島2366番地1

医療法人互生会アクアリハビリ
テーション病院

木更津市矢那4490番地5

(医)明柳会恩田第二病院 松戸市金ケ作302

(医)社団誠馨会新東京病院 松戸市和名ケ谷1271番地

(医)社団ときわ会常盤平中央病院 松戸市常盤平6丁目1の8

(医)社団清志会山本病院 松戸市小金きよしヶ丘2丁目7の10

五香病院 松戸市五香8丁目40番地の1

(医)財団明理会新松戸中央総合病
院

松戸市新松戸1丁目380番地

(医)社団青嶺会松戸整形外科病院 松戸市旭町1丁目161番地

(医)社団松和会小板橋病院 松戸市和名ケ谷1313番地の1

(医)社団清志会大倉記念病院 松戸市大谷口133番地の1

(医)社団弥生会旭神経内科リハビ
リテーション病院

松戸市栗ケ沢789番地の1

医療法人沖縄徳洲会千葉西総合病
院

松戸市金ケ作107番地の1

松戸市立福祉医療センター東松戸
病院

松戸市高塚新田123番地の13

松戸市立福祉医療センター介護老
人保健施設梨香苑

松戸市高塚新田123番地の13

(医)社団斎心会介護老人保健施設
偕楽園

松戸市西馬橋幸町23番地

(医)財団松圓会東葛クリニック病
院

松戸市樋野口865番地の2

(医)沖縄徳洲会介護老人保健施設
まつど徳洲苑

松戸市幸田180番地の1

医療法人沖縄徳洲会介護老人保健
施設シルバーケア松戸

松戸市串崎新田172番地の1

介護老人保健施設東京おりーぶ苑 松戸市金ケ作276番地の28

介護老人保健施設あきやまの郷 松戸市高塚新田484番地の1

介護老人保健施設エスポワール松
戸

松戸市五香西4丁目26番地10

一般社団法人巨樹の会松戸リハビ
リテーション病院

松戸市和名ケ谷1009番地の1

医療法人社団葵会介護老人保健施
設葵の園・松戸

松戸市千駄堀1103番地の1
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松戸市立総合医療センター 松戸市千駄堀993番地の１

医療法人社団洗心介護老人保健施
設島村洗心苑

松戸市和名ケ谷660番地

医療法人社団葵会介護老人保健施
設葵の園・松戸東

松戸市千駄堀1091番地の1

キッコーマン総合病院 野田市宮崎100

(医)圭春会小張総合病院 野田市横内29番地の1

(医)社団全生会江戸川病院 野田市山崎2702番地

(医)啓心会岡田病院 野田市柳沢221番地

木野崎病院 野田市木野崎1561番地の1

野田病院 野田市中里1554番地の1

(医)社団天宣会介護老人保健施設
梅郷ナーシングセンター

野田市山崎字中木戸2785番地

(医)社団淑幸会介護老人保健施設
野田ライフケアセンター

野田市野田字堀尻840番地

東葛飾病院 野田市中戸13番地

福聚苑老人保健施設 野田市中戸20番地

(医)社団葵会介護老人保健施設葵
の園・野田

野田市中里1389番地

山之内病院 茂原市町保3

長生病院 茂原市本納2777

(医)社団東光会茂原中央病院 茂原市下永吉796番地

(医)社団三愛会君塚病院 茂原市高師2番地の8

宍倉病院 茂原市高師687番地

菅原病院 茂原市高師町2丁目2番1号

老人保健施設つくも苑 茂原市六ツ野1841番地

介護老人保健施設ケアセンターか
ずさ

茂原市高師台3丁目3番地3

(医)社団優仁会鈴木神経科病院 茂原市高師82番地

(医)社団澄心会茂原神経科病院 茂原市町保34番地

成田赤十字病院 成田市飯田町90の1

(医)鳳生会成田病院 成田市押畑896

聖マリア記念病院 成田市取香446番地

介護老人保健施設百寿園 成田市押畑896番地

介護老人保健施設セントアンナ
ナーシングホーム

成田市本三里塚226番地1

大栄病院 成田市桜田1137番地

(医)社団透光会老人保健施設透光
苑

成田市桜田1137番地

医療法人社団心和会成田リハビリ
テーション病院

成田市南三里塚18番地1

学校法人国際医療福祉大学国際医
療福祉大学成田病院

成田市畑ケ田852番地

佐倉厚生園病院 佐倉市鏑木町320

佐倉中央病院 佐倉市栄町20番地4

東邦大学医療センター佐倉病院 佐倉市下志津字宮下564番地

佐倉ホワイエ 佐倉市鏑木町336番地

(医)社団双和会介護老人保健施設
エクセレントケア志津

佐倉市上志津字前橋1316番地1



 1.病院

名　　　　称 所 在 地

聖隷佐倉市民病院 佐倉市江原台2丁目36番地2号

介護老人保健施設ユーカリ優都苑 佐倉市青菅1010番地15

介護老人保健施設葵の園・佐倉南 佐倉市城字松ヶ丘188番地335

介護老人保健施設葵の園・佐倉南
ユニット

佐倉市城字松ヶ丘188番地335

医療法人社団葵会介護老人保健施
設葵の園・佐倉

佐倉市生谷字松山73番地5

(医)静和会浅井病院 東金市家徳38番地の1

(医)静和会老人保健施設老人ケア
センター浅井

東金市家徳157番地の1

東千葉メディカルセンター 東金市丘山台3丁目6番地2

海上寮療養所 旭市野中4017

総合病院国保旭中央病院 旭市イの1326番地

(医)京友会京友会病院 旭市仁玉2099番地

介護老人保健施設シルバーケアセ
ンター

旭市イの1307番地

介護老人保健施設すこやかリハビ
リ・ケアセンター

旭市ロの818番地の3

(医)社団愛友会津田沼中央総合病
院

習志野市谷津1丁目9番17号

(医)社団保健会谷津保健病院 習志野市谷津4丁目6番16号

(医)社団菊田会習志野第一病院 習志野市津田沼5丁目5番25号

(医)社団友愛会介護老人保健施設
ケアセンター習志野

習志野市秋津3丁目5番2号

(福)恩賜財団済生会千葉県済生会
習志野病院

習志野市泉町1丁目1番1号

(医)社団保健会東京湾岸リハビリ
テーション病院

習志野市谷津4丁目1番1号

岡田病院 柏市末広町2番10号

(医)社団柏水会初石病院 柏市西原7丁目6番1号

(医)深町病院 柏市柏4丁目10番11号

柏厚生総合病院 柏市篠籠田617番地

東京慈恵会医科大学附属柏病院 柏市柏下163番地1

国立研究開発法人国立がん研究セ
ンター東病院

柏市柏の葉6丁目5番地の1

柏市立柏病院 柏市布施1番地3

(医)社団よつ葉会介護老人保健施
設さかき光陽

柏市酒井根40番地の1

柏市立介護老人保健施設はみんぐ 柏市布施1番地3

(医)社団天宣会介護老人保健施設
北柏ナーシングケアセンター

柏市柏下265番地

(医)社団天宣会北柏リハビリ総合
病院

柏市柏下265番地

(医)社団蛍水会介護老人保健施設
回生の里

柏市名戸ヶ谷929番地1

(医)社団葵会千葉・柏リハビリ
テーション病院

柏市大井2651番地

おおたかの森病院 柏市豊四季113

(医)社団康喜会辻仲病院柏の葉 柏市若柴178番地2柏の葉キャンパス148街区6

介護老人保健施設葵の園・柏 柏市松ヶ崎897番地1

介護老人保健施設葵の園・沼南 柏市箕輪532番地1

介護老人保健施設ケアホーム初石 柏市西原7丁目6番3号

聖光ケ丘病院 柏市光ヶ丘団地2番地3号



 1.病院
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医療法人社団葵会柏たなか病院 柏市小青田１丁目３番地２

医療法人社団葵会介護老人保健施
設葵の園・柏たなか

柏市小青田１丁目３番地３

社会医療法人社団蛍水会名戸ヶ谷
病院

柏市新柏2丁目1番1号

(医)SHIODA塩田病院 勝浦市出水1221

(医)SHIODA介護保健施設やすらぎ
の郷

勝浦市芳賀441番地1

(医)鎗田病院 市原市五井899

千葉労災病院 市原市辰巳台東2の16

千葉県循環器病センター 市原市鶴舞575

(医)芙蓉会五井病院 市原市五井5155番地

(医)社団直樹会磯ケ谷病院 市原市磯ヶ谷35番地

(医)社団琢心会辰巳病院 市原市辰巳台東5丁目5番地の1

市原鶴岡病院 市原市新堀955番地

帝京大学ちば総合医療センター 市原市姉崎3426番地の3

(医)社団健老会姉崎病院 市原市椎津2558番地の1

老人保健施設姉ケ崎ケアセンター 市原市椎津2545番地の1

(医)社団永野病院 市原市馬立802番地2

介護老人保健施設クレイン 市原市石川1078番地

(医)社団白金会白金整形外科病院 市原市白金町1丁目75番地1

介護老人保健施設辰巳ナーシン
グ・ヴィラ

市原市辰巳台東5丁目5番地の1

(医)社団緑祐会介護老人保健施設
梅香苑

市原市馬立802番地1

介護老人保健施設アーネスト 市原市五井1846番地1

(医)社団白金会介護老人保健施設
リハパークきくま

市原市菊間1136番地6

リハビリテーション病院さらしな 市原市更級1丁目5番3

医療法人社団ゆうあい会介護老人
保健施設ユー・アイ久楽部

市原市西広131番地

医療法人財団東京勤労者医療会東
葛病院

流山市中102番地の1

千葉愛友会記念病院 流山市鰭ヶ崎1番地の1

江陽台病院 流山市西深井393番地

流山中央病院 流山市東初石2丁目132番地の2

(医)社団愛友会介護老人保健施設
ハートケア流山

流山市小屋146番地の1

(医)社団ますお会柏の葉北総病院 流山市駒木台233番地の4

(医)社団踏青会下総病院 八千代市米本2472番地の2

(医)社団心和会八千代病院 八千代市下高野549番地

(医)社団心和会新八千代病院 八千代市米本2167番地

(医)思誠会勝田台病院 八千代市勝田622番地2

(医)社団恵仁会セントマーガレッ
ト病院

八千代市上高野450番地

(医)社団晴山会介護老人保健施設
ばらの里

八千代市島田台764番地2

(医)社団心癒会しのだの森ホスピ
タル

八千代市島田台1212番地

東京女子医科大学附属八千代医療
センター

八千代市大和田新田477番地96



 1.病院
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一般社団法人巨樹の会八千代リハ
ビリテーション病院

八千代市米本1808番地

医療法人社団碩成会島田台総合病
院

八千代市島田台887番地7

(医)社団聖仁会我孫子聖仁会病院 我孫子市柴崎1300番地

我孫子つくし野病院 我孫子市つくし野131番地の1

我孫子東邦病院 我孫子市我孫子1851番地の1

平和台病院 我孫子市布佐834番地28

介護老人保健施設エスペーロ 我孫子市布佐834番地の28

(医)社団康喜会東葛辻仲病院 我孫子市根戸字堀尻946番地1

介護老人保健施設クレオ 我孫子市我孫子1855番地の4

(医)社団葵会介護老人保健施設葵
の園・我孫子

我孫子市柴崎137番地の1

(医)社団蛍水会名戸ケ谷あびこ病
院

我孫子市我孫子1855番1

医療法人財団明理会我孫子ロイヤ
ルケアセンター

我孫子市中峠2614番地

鴨川市立国保病院 鴨川市宮山233

(医)明星会東条病院 鴨川市広場1615番地

(医)鉄蕉会亀田総合病院 鴨川市東町929

小田病院 鴨川市横渚880

エビハラ病院 鴨川市太海630番地

(医)明星会東条メンタルホスピタ
ル

鴨川市広場1338番地

(福)太陽会老人保健施設たいよう 鴨川市西町1011番地1

亀田リハビリテーション病院 鴨川市東町975番地2

秋元病院 鎌ケ谷市初富808番地の54

東邦鎌谷病院 鎌ケ谷市粟野594番地

(医)社団一心会初富保健病院 鎌ケ谷市初富114番地

(医)社団ますお会第二北総病院 鎌ケ谷市初富803番地

医療法人沖縄徳洲会老人保健施設
シルバーケア鎌ケ谷

鎌ケ谷市初富125番地の1

医療法人沖縄徳洲会鎌ケ谷総合病
院

鎌ケ谷市初富929番6

医療法人社団一心会初富保健病院
介護医療院

鎌ケ谷市初富114番地

(医)社団芙蓉会千葉芙蓉病院 君津市広岡297番地の1

(医)新都市医療研究会君津会玄々
堂君津病院

君津市東坂田4丁目7番20号

君津山の手病院 君津市外箕輪4の1の5

(医)社団周晴会鈴木病院 君津市上238番地

介護老人保健施設きゃらの樹ケア
センター

君津市広岡375番地3

介護老人保健施設メディケアー君
津

君津市八幡62番地1

(医)社団三友会介護老人保健施設
ケアセンターさきくさ

富津市青木1641番地

(医)社団再生会介護老人保健施設
わかくさ

富津市上335番地の1

東京ベイ・浦安市川医療センター 浦安市当代島3丁目4番32号

順天堂大学医学部附属浦安病院 浦安市富岡2丁目1番1号

医療法人社団やしの木会浦安中央
病院

浦安市東野3丁目4番14号
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医療法人社団康栄会浦安病院 浦安市北栄4丁目1番18号

浦安ベテルホーム 浦安市高洲9丁目3番2号

医療法人社団福秀会浦安高柳病院 浦安市猫実5丁目11番14号

医療法人社団城東桐和会タムス浦
安病院

浦安市高洲7丁目2番32号

独立行政法人国立病院機構下志津
病院

四街道市鹿渡934番地の5

(医)沖縄徳洲会四街道徳洲会病院 四街道市吉岡1830番地1

(医)沖縄徳洲会介護老人保健施設
四街道徳洲苑

四街道市吉岡1830番地1

医療法人それいゆ会四街道さくら
病院

四街道市大日526番地１

袖ケ浦さつき台病院 袖ケ浦市長浦駅前5丁目21番地

(医)社団恒久会老人保健施設メ
ディケアーやまゆり

袖ケ浦市奈良輪730番地

(福)さつき会老人保健施設カトレ
アンホーム

袖ケ浦市蔵波2713番地1

医療法人みつや会新八街総合病院 八街市八街ほ137番地の1

南八街病院 八街市四木1241番地2

介護老人保健施設ヴィラ大森 印西市大森呑内2218番1

(医)社団愛慈会西佐倉印西病院 印西市岩戸1844番地の10

日本医科大学千葉北総病院 印西市鎌苅1715

医療法人平成博愛会印西総合病院 印西市牧の台一丁目1番地1

(医)社団聖仁会白井聖仁会病院 白井市笹塚3丁目25番2号

(医)社団東光会北総白井病院 白井市根字丸山325番地2の1

介護老人保健施設ケアホーム白井 白井市中170番地

日吉台病院 富里市日吉台1丁目6番2号

介護老人保健施設龍岡ケアセン
ター

富里市七栄653番地73

医療法人徳洲会成田富里徳洲会病
院

富里市日吉台1丁目1番1

南房総市立富山国保病院 南房総市平久里中1410番地1

(医)光洋会三芳病院 南房総市本織47番地

介護老人保健施設光栄館 南房総市谷向166番地の1

老人保健施設晴耕苑 南房総市千倉町忽戸692番地1

(医)美篶会中原病院 南房総市和田町仁我浦19番地の1

介護老人保健施設葵の園・南房総 南房総市久枝1140

サテライト型小規模介護老人保健
施設葵の園・岩井海岸

南房総市久枝1143

(福)九十九里ホーム九十九里ホー
ム病院

匝瑳市飯倉21番地

国保匝瑳市民病院 匝瑳市八日市場イ1304番地

(医)社団松伯会藤田病院 匝瑳市八日市場ホ3292番地

老人保健施設ミス・ヘンテ記念ケ
アセンター

匝瑳市飯倉20番地

匝瑳市介護老人保健施設そうさぬ
くもりの郷

匝瑳市中台305番地

千葉県立佐原病院 香取市佐原イ2285番地

(医)華光会山野病院 香取市佐原イ3416番地

(医)社団志誠会老人保健施設夢プ
ラスワン

香取市大倉字入り1196番地1
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(医)三省会本多病院 香取市本郷772番地

介護老人保健施設おみがわ 香取市小見川4662番地2

介護老人保健施設おおくすの郷 香取市府馬3723番地

栗源病院 香取市助沢832番地1

医療法人社団明芳会イムス佐原リ
ハビリテーション病院

香取市佐原ロ2121番地1

医療法人三省会本多病院介護医療
院

香取市本郷772番地

香取おみがわ医療センター 香取市南原地新田438番地1

さんむ医療センター 山武市成東167番地

介護老人保健施設ハートビレッジ 山武市蓮沼ニの5035番地4

老人保健施設松尾リハビリ苑 山武市松尾町田越756

介護老人保健施設日向の里 山武市木原2100番地

いすみ医療センター いすみ市苅谷1177番地

介護老人保健施設シルバーハピネ
ス

いすみ市苅谷1177番地

(医)社団寿光会岬病院 いすみ市岬町桑田2531番地

(医)社団寿光会介護老人保健施設
エスポワール岬

いすみ市岬町和泉330番地1

(医)社団寿光会介護老人保健施設
エスポワール大原

いすみ市日在2623番地

大網白里市立国保大網病院 大網白里市富田884番地1

老人保健施設杜の街 大網白里市南飯塚404番4

季美の森リハビリテーション病院 大網白里市季美の森南1丁目30番地1

医療法人社団千葉光徳会千葉しす
い病院

印旛郡酒々井町上岩橋1160番地2

(医)社団育誠會北総栄病院 印旛郡栄町安食2421

(医)社団育誠會介護老人保健施設
さかえケアセンター

印旛郡栄町安食2421番地

国保多古中央病院 香取郡多古町多古388番地1

(医)厚仁会老人保健施設深深 香取郡東庄町羽計2181番地

東庄町国民健康保険東庄病院 香取郡東庄町石出2692番地の15

(医)社団慈優会九十九里病院 山武郡九十九里町片貝2700番地

高根病院 山武郡芝山町岩山2308番地

横芝光町立東陽病院 山武郡横芝光町宮川12100番地

介護老人保健施設睦沢の里 長生郡睦沢町大上1150番地

(医)社団聖光会聖光会病院 長生郡長柄町立鳥745番1

(医)社団聖光会介護老人保健施設
長柄ケアセンター

長生郡長柄町立鳥597番2

(医)SHIODA塩田記念病院 長生郡長柄町国府里550番地1

(医)川崎病院 夷隅郡大多喜町泉水674番地

(医)白百合会大多喜病院 夷隅郡大多喜町上原786番地

介護老人保健施設泉水ガーデン
ホーム

夷隅郡大多喜町泉水674番地

介護老人保健施設しらゆり 夷隅郡大多喜町上原786番地

鋸南町国民健康保険鋸南病院 安房郡鋸南町保田359番地



 2.老人ホーム

名　　　　称 所 在 地

敬老園サンテール千葉 千葉市中央区仁戸名町682番地70

特別養護老人ホーム都苑 千葉市中央区川戸町2番地

(福)千葉県福祉援護会特別養護老
人ホームローゼンヴィラはま野

千葉市中央区南生実町461番2

ケアハウスはつらつ浜野 千葉市中央区浜野町338番地1

(福)徳和会特別養護老人ホームあ
かいの郷

千葉市中央区赤井町284番地

ケアハウス都苑 千葉市中央区川戸町2番地

介護老人福祉施設ピアポート千寿
苑

千葉市中央区問屋町6番4号

淑徳共生苑 千葉市中央区生実町2407番地1

ケアハウス赤かぶ園 千葉市中央区赤井町33番地1

あんしんかん 千葉市中央区道場南1丁目15番31号

ニチイケアセンター千葉中央 千葉市中央区長洲2丁目25番13号

グッドタイム　リビング　千葉み
なと／海岸通

千葉市中央区中央港1丁目18番28号

グッドタイム　リビング　千葉み
なと／駅前通

千葉市中央区中央港1丁目15番8号

アビタシオン京成千葉中央 千葉市中央区神明町2番2号

メディカル・リハビリホーム
ボンセジュール千葉

千葉市中央区東千葉2-8-7

社会福祉法人天光会特別養護老人
ホーム恵光園シャイニー中央

千葉市中央区星久喜町36番

特別養護老人ホーム晴山苑 千葉市花見川区花島町149番地の1

特別養護老人ホーム一倫荘 千葉市花見川区大日町1492番地の2

特別養護老人ホーム桐花園 千葉市花見川区幕張町3丁目2362番地2

ケアハウス桐花園 千葉市花見川区幕張町3丁目2362番地2

ケアハウス晴山苑 千葉市花見川区花島町149番地1

特別養護老人ホーム花見の里 千葉市花見川区柏井町277番地の5

有料老人ホーム百々花 千葉市花見川区千種町177番地28

シニア町内会癒しのまくはり館 千葉市花見川区幕張町5丁目370番地4

ニチイケアセンター新検見川 千葉市花見川区畑町662番地442

ボンセジュール花見川 千葉市花見川区花園3丁目4番6号

特別養護老人ホームゆうゆう苑 千葉市花見川区犢橋町10番地

特別養護老人ホーム花見川フェ
ニックス

千葉市花見川区畑町591番地1

株式会社フォレストサービス付き
高齢者向け住宅ポピーの家

千葉市花見川区犢橋町678番地1

ＳＯＭＰＯケア株式会社そんぽの
家朝日ヶ丘

千葉市花見川区朝日ケ丘2丁目5番2号

特別養護老人ホーム双樹苑 千葉市稲毛区山王町162番地の1

軽費老人ホームシャンテ山王 千葉市稲毛区山王町176番地の3



 2.老人ホーム

名　　　　称 所 在 地

特別養護老人ホームソレイユ千葉
北

千葉市稲毛区長沼原町250番地

軽費老人ホーム（ケアハウス）モ
ンテクローネ

千葉市稲毛区山王町173番地2

特別養護老人ホーム稲毛こひつじ
園

千葉市稲毛区萩台町380番2

特別養護老人ホームプラタナス 千葉市稲毛区園生町1283番地12

特別養護老人ホームソレイユ千葉
北ユニット

千葉市稲毛区長沼原町250番地

社会福祉法人双樹会特別養護老人
ホーム桃花苑

千葉市稲毛区山王町255番地3

社会福祉法人煌徳会特別養護老人
ホームいなげ一倫荘

千葉市稲毛区稲毛町5丁目87番地１

イリーゼ稲毛黒砂 千葉市稲毛区黒砂3丁目8番12号

社会福祉法人千歳会特別養護老人
ホームちとせ稲毛

千葉市稲毛区萩台町50番地1

介護付有料老人ホームラ・ナシカ
こぶけ

千葉市稲毛区小深町261番地10

社会福祉法人千葉市社会福祉協議
会養護老人ホーム和陽園

千葉市若葉区千城台南4丁目13番1号

特別養護老人ホーム清和園 千葉市若葉区多部田町1468番地

軽費老人ホーム(福)はつらつの里 千葉市若葉区小間子町4番地の6

特別養護老人ホーム更科ホーム 千葉市若葉区更科町2593番地の2

(福)孝明会特別養護老人ホーム昌
晴園

千葉市若葉区野呂町736番地の1

特別養護老人ホームサンライズ・
ビラ

千葉市若葉区大宮町2107番地

養護老人ホーム清和園 千葉市若葉区若松町792番1

特別養護老人ホームセイワ若松 千葉市若葉区若松町792番1

(福)高砂会特別養護老人ホーム中
野園

千葉市若葉区中野町2148番地の6

(福)八千代美香会特別養護老人
ホームちば美香苑

千葉市若葉区佐和町322番88号

(福)天光会特別養護老人ホーム恵
光園

千葉市若葉区大広町252番地4

(福)天光会ケアハウス恵光園 千葉市若葉区大広町252番地4

(福)泉寿会特別養護老人ホームい
ずみ苑

千葉市若葉区中田町1044番地55

(福)泉寿会ケアハウスいずみ苑 千葉市若葉区中田町1044番地55

特別養護老人ホーム菜の花園 千葉市若葉区大宮町1621番地

軽費老人ホーム（ケアハウス）サ
ニー秋桜

千葉市若葉区東寺山町2－6

特別養護老人ホーム小倉町いずみ
苑

千葉市若葉区小倉町1325番地1

レストヴィラみつわ台 千葉市若葉区みつわ台2丁目34番15号

特別養護老人ホーム第２いずみ苑 千葉市若葉区中田町1044番地32

社会福祉法人千葉市社会福祉協議会特
別養護老人ホーム和陽園

千葉市若葉区千城台南4丁目13番1号

社会福祉法人千葉市社会福祉協議会特別養
護老人ホーム和陽園（ユニット型）

千葉市若葉区千城台南4丁目13番1号

株式会社太寿住宅型有料老人ホー
ムアビタシオン若葉

千葉市若葉区小倉町1763番地12



 2.老人ホーム

名　　　　称 所 在 地

(福)白雪会軽費老人ホームほんだ
くらぶ

千葉市緑区高田町401の16番地

特別養護老人ホームときわ園 千葉市緑区平川町1731番地

特別養護老人ホーム千寿苑 千葉市緑区大木戸町1200番地の73

(福)うぐいす会特別養護老人ホー
ム誉田園

千葉市緑区高田町1790番地の1

(福)穏寿会特別養護老人ホーム裕
和園

千葉市緑区高田町1084番地

ケアハウス誉田園 千葉市緑区高田町1791番地

特別養護老人ホームけやき園 千葉市緑区鎌取町75番地1

ケアハウスけやき園 千葉市緑区鎌取町75番地1

(福)穏寿会ケアハウス・グリーン
ユーワ

千葉市緑区高田町1060番地108

アビタシオン千葉 千葉市緑区辺田町2番地12

特別養護老人ホームフローラユー
ワ

千葉市緑区高田町1083番地の25

医療法人社団寄命会おゆみ野楽隠
居倶楽部

千葉市緑区おゆみ野南2丁目12番地2

特別養護老人ホームみはま苑 千葉市美浜区高洲3丁目3番12号

セイワ美浜介護老人福祉施設 千葉市美浜区磯辺2丁目21番2号

ケアハウスヴィラ美浜 千葉市美浜区磯辺2丁目21番2号

特別養護老人ホームコスタリゾン
千壽苑

千葉市美浜区真砂2丁目3番3号

特別養護老人ホーム松籟の丘 銚子市野尻町1472番地の1

特別養護老人ホームさざんか園 銚子市新町959番地の4

ケアハウスマリンピア銚子 銚子市外川町4丁目11229番地

特別養護老人ホームシオン銚子 銚子市豊里台1丁目1044番地の745

個室ユニット型特別養護老人ホー
ム松籟の丘

銚子市野尻町1472番地の1

養護老人ホームいこい荘 市川市大町521番地

特別養護老人ホーム清山荘 市川市柏井町4丁目314番地

特別養護老人ホームホワイト市川 市川市高谷1854番地

特別養護老人ホーム市川あさひ荘 市川市大町537番地

特別養護老人ホームナーシング
ホーム市川

市川市柏井町4丁目310番地

曽谷カネヅカケアハウス 市川市曽谷2丁目26番3号

介護老人保健施設グレースケア市
川

市川市大町43番3

三愛ケアハウス 市川市柏井町3丁目650番地

(福)松涛会特別養護老人ホーム太
陽と緑の家

市川市大町552番地

特別養護老人ホームやわらぎの郷 市川市大町438番2

特別養護老人ホーム市川ヒルズ 市川市柏井町4丁目312番地



 2.老人ホーム
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ライフ＆シニアハウス市川 市川市市川南1丁目1番1号

(福)慶美会特別養護老人ホームレ
ガーレ市川

市川市柏井町4丁目315番地

特別養護老人ホームサンライズ市
川

市川市大町79番地2

社会福祉法人天祐会特別養護老人
ホーム広尾苑

市川市広尾2丁目3番1号

社会福祉法人三愛特別養護老人
ホーム市川三愛

市川市柏井町2丁目727番

社会福祉法人幸志会特別養護老人
ホームなごみ（ユニット型）

市川市大町442番地

養護老人ホーム豊寿園 船橋市金堀町195

特別養護老人ホーム三山園 船橋市三山2丁目3番2号

軽費老人ホーム福寿荘 船橋市古和釜町791番地の1

特別養護老人ホームワールドナー
シングホーム

船橋市飯山満町2丁目681番地

特別養護老人ホーム船橋梨香園 船橋市車方町541番地の2

特別養護老人ホーム古和釜恵の郷 船橋市古和釜町871番地2

特別養護老人ホーム南生苑 船橋市古和釜町430番1号

リッチランド豊南郷 船橋市金堀町582番地1

特別養護老人ホーム船橋百寿苑 船橋市古和釜町791番地1

特別養護老人ホーム船橋あさひ苑 船橋市旭町4丁目9番1号

ケアハウスヴィラ梨香園 船橋市車方町543番

特別養護老人ホーム第二ワールド
ナーシングホーム

船橋市飯山満町2丁目518番地1

特別養護老人ホームさわやか苑 船橋市米ケ崎町691番地1

特別養護老人ホームローゼンヴィ
ラ藤原

船橋市藤原8丁目17番3号

ケアハウスローゼンヴィラ藤原 船橋市藤原8丁目17番3号

特別養護老人ホームオレンジガー
デン

船橋市芝山7丁目41番2号

ケアハウスオレンジガーデン 船橋市芝山7丁目41番3号

船橋市特別養護老人ホーム朋松苑 船橋市西船2丁目21番12号

ケアハウスシオン 船橋市豊富町659番地3

ケアハウス船橋みどりの里 船橋市神保町131番地2

イリーゼふなばし 船橋市西船6丁目7番8号

船橋健恒会ケアセンター 船橋市金杉町141番地2

ケアハウスみどりの丘 船橋市旭町4丁目9番1号

特別養護老人ホーム習志野台みゆ
き苑

船橋市習志野台4丁目46番7号

特別養護老人ホームひかりの郷 船橋市二和西6丁目3番20号

レビー船橋 船橋市上山町1丁目157番地1



 2.老人ホーム
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特別養護老人ホームプレーゲ船橋 船橋市金堀町195番地

有料老人ホームはさま 船橋市飯山満町2丁目685番地3

リアンレーヴ東船橋 船橋市宮本4丁目12番39号

特別養護老人ホーム南三咲 船橋市南三咲3丁目27番1号

特別養護老人ホーム三咲館 船橋市南三咲3丁目27番1号

ここち西船橋 船橋市印内3丁目4番18号

特別養護老人ホームつぼい愛の郷 船橋市坪井町146番地1

特別養護老人ホームたか音の杜 船橋市高根台2丁目10番30号

そんぽの家Ｓ船橋前原 船橋市前原西3丁目16番6号

有料老人ホームみさき 船橋市三咲4丁目23番15号

ライフコミューン下総中山 船橋市本中山3丁目2番3号

特別養護老人ホーム船橋笑寿苑 船橋市大穴北4丁目25番15号

特別養護老人ホームさわやか苑
（ユニット型）

船橋市米ケ崎町691番地1

特別養護老人ホームローゼンヴィ
ラ藤原（ユニット型）

船橋市藤原8丁目17番3号

ここち東船橋 船橋市中野木1丁目6番1号

特別養護老人ホームみやぎ台南生
苑

船橋市みやぎ台4丁目18番1号

船橋健恒会ケアセンター南館 船橋市金杉町139番地2

特別養護老人ホーム船橋愛弘園 船橋市高根台3丁目10番1号

イリーゼ船橋はさま 船橋市芝山3丁目12番5号

特別養護老人ホームアグリ・ケア
ホームいこいの森

船橋市大神保町700番地5

介護付き有料老人ホームきゃろっ
と

船橋市本町4丁目8番30号

株式会社ケア２１介護付有料老人
ホームプレザンメゾン東船橋

船橋市宮本6丁目31番1号

株式会社生活科学運営高根台つど
いの家（サポートハウス高根台）

船橋市高根台2丁目2番17号

株式会社生活科学運営高根台つど
いの家（テラス高根台）

船橋市高根台2丁目2番17号

社会福祉法人苗場福祉会特別養護
老人ホームさくら館

船橋市習志野台8丁目55番1号

社会福祉法人関西中央福祉会介護
老人福祉施設ケアホーム船橋

船橋市馬込町899番地2

社会福祉法人関西中央福祉会介護老人福祉
施設ケアホーム船橋（ユニット型）

船橋市馬込町899番地2

有限会社ベストライフケアライフ船橋 船橋市新高根5丁目3番1号

館山養護老人ホーム 館山市湊373番地

館山特別養護老人ホーム 館山市湊373番地

特別養護老人ホームだん暖の郷 館山市波左間405番地

特別養護老人ホーム微笑の里 館山市広瀬667番地の1



 2.老人ホーム

名　　　　称 所 在 地

ユニット型特別養護老人ホーム微
笑の里

館山市広瀬667番地の1

社会福祉法人興徳会特別養護老人
ホーム館山明光苑（ユニット型）

館山市大神宮字巴井36番地の7

(福)千葉育美会特別養護老人ホー
ム波岡の家

木更津市大久保761番地の2

特別養護老人ホーム中郷記念館 木更津市井尻951番地

ケアハウスかがやきの郷 木更津市井尻951番地

木更津南清苑 木更津市中尾623番地の1

ケアハウス南清苑 木更津市中尾623番地の1

特別養護老人ホームさつき園 木更津市長須賀字高名1219番地

特別養護老人ホーム矢那梅の香園 木更津市矢那字天神前3731番2

地域密着型特別養護老人ホーム矢
那梅の香園

木更津市矢那字天神前3731番2

特別養護老人ホームかもめの森 木更津市伊豆島671

ユニット型特別養護老人ホームか
もめの森

木更津市伊豆島671

芙蓉商事株式会社介護付有料老人
ホームアビタシオン木更津一番館

木更津市金田東4丁目11番地１

(福)緑風会特別養護老人ホーム緑
風園

松戸市和名ヶ谷1484番地

特別養護老人ホーム松寿園（従来
型）

松戸市六高台2丁目19番地の2

特別養護老人ホーム南花園 松戸市河原塚102番地の8

特別養護老人ホームやわら木苑 松戸市金ヶ作277番地

特別養護老人ホームマーシィヒル 松戸市根木内677番地の2

ケアハウスサンセットホーム 松戸市日暮4丁目7番地の7

ケアハウスリバーサイド・ヴィラ 松戸市根木内161番地

特別養護老人ホーム陽光苑 松戸市旭町2丁目238番地

(福)陽光会ケアハウスサンシャイ
ン

松戸市旭町2丁目270番地の1

特別養護老人ホームひまわりの丘
（従来型）

松戸市五香西5丁目19番地の8

(福)高木福祉会ケアハウスあすな
ろ

松戸市金ヶ作138番地

(福)聖隷福祉事業団特別養護老人
ホーム松戸愛光園

松戸市高塚新田128番地の8

公益財団法人ニッセイ聖隷健康福祉財団ウェル・エ
イジング・プラザ松戸ニッセイエデンの園 松戸市高塚新田123番地の1

(福)慶桜会特別養護老人ホームま
んさくの里

松戸市八ヶ崎2丁目15番地の1

(福)聖心会特別養護老人ホーム明
尽苑

松戸市金ヶ作296番地の1

メディクスケアホーム松戸 松戸市松戸1063番地の1

特別養護老人ホーム秋桜 松戸市栄町西3丁目1036番地の2

介護付有料老人ホームシーハーツ
松戸

松戸市河原塚101番地の3

介護付有料老人ホームハーモニー
松戸

松戸市五香西5丁目3番地の14



 2.老人ホーム

名　　　　称 所 在 地

特別養護老人ホームあすなろ 松戸市金ケ作139番地の10

介護付有料老人ホームイリーゼま
つど

松戸市日暮3丁目25番地の1

介護付有料老人ホームベストライ
フ松戸

松戸市八ヶ崎7丁目30番地の3

特別養護老人ホーム松寿園（ユ
ニット型）

松戸市六高台2丁目19番地の2

特別養護老人ホーム第二南花園 松戸市紙敷1186番地の8

特別養護老人ホーム第二南花園
（個室ユニット型）

松戸市紙敷1186番地の8

地域密着型特別養護老人ホームリ
バーサイド・ヴィラ

松戸市根木内149番地

シーハーツ小金原公園 松戸市小金原3丁目6番地の3

ときわ苑 松戸市五香西5丁目30番地の3

ハーモニー六高台 松戸市六高台9丁目56番地の3

特別養護老人ホーム親愛の丘 松戸市和名ケ谷1258番地の1

特別養護老人ホームひまわりの丘
（ユニット型）

松戸市五香西5丁目19番地の8

特別養護老人ホーム東松戸ヒルズ 松戸市紙敷1065番地の4

地域密着型特別養護老人ホーム明
尽苑

松戸市金ケ作296番地の1

養護老人ホーム親愛荘 松戸市和名ケ谷1258番地の1

ディアコート信合 松戸市高塚新田156番地の2

社会福祉法人白寿会ユニット型特
別養護老人ホームプレミア東松戸

松戸市紙敷297番地の2

社会福祉法人白寿会特別養護老人
ホームプレミア東松戸

松戸市紙敷297番地の2

社会福祉法人清和園特別養護老人
ホームセイワ松戸（従来型）

松戸市大橋89番地

社会福祉法人清和園特別養護老人
ホームセイワ松戸（ユニット型）

松戸市大橋89番地

社会福祉法人草加福祉会特別養護
老人ホームアウル大金平（従来

松戸市大金平3丁目155番地

社会福祉法人草加福祉会特別養護
老人ホームアウル大金平（ユニッ

松戸市大金平3丁目155番地

複合老人ホーム野田市楽寿園 野田市鶴奉264番地

特別養護老人ホーム鶴寿園（ユ
ニット型）

野田市鶴奉280番地

特別養護老人ホーム福寿園 野田市金杉2325番地の1

特別養護老人ホーム鶴寿園（従来
型）

野田市鶴奉270番地の5

関宿ナーシングビレッジ 野田市桐ケ作666番地

ケアハウス野田 野田市上三ヶ尾392番地の1

特別養護老人ホームほまれの家 野田市目吹字二ツ塚1511番3

特別養護老人ホームすばる 野田市上三ヶ尾382番地

ケアハウスウェルフェア 野田市木間ケ瀬6129番地

有料老人ホーム　ブリス　イン
野田

野田市宮崎81番地6



 2.老人ホーム
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特別養護老人ホーム松葉園 野田市中里43番3

特別養護老人ホーム椿寿の里 野田市山崎2723番地の3

特別養護老人ホームいきいきタウ
ンのだ

野田市中根193番地の12

社会福祉法人円融会特別養護老人
ホーム船形サルビア荘

野田市船形297番地の2

社会福祉法人法師会特別養護老人
ホームふれあいの里

野田市野田754番地の1

長生共楽園 茂原市下永吉2812

特別養護老人ホーム実恵園 茂原市法目2672番地1

特別養護老人ホーム光風荘 茂原市御蔵芝39番地1

特別養護老人ホーム長生苑 茂原市南吉田4061番1

特別養護老人ホーム真名実恵園 茂原市真名675番地2

特別養護老人ホーム第二長生共楽
園ひめはる

茂原市下永吉2667番地5

特別養護老人ホーム長寿園 成田市長沼字長津1600番地

特別養護老人ホーム玲光苑 成田市押畑896番地4

特別養護老人ホーム成田苑 成田市大室1783番地22

ケアハウスサンエンゼルコート 成田市十余三59番地515

特別養護老人ホーム有楽苑 成田市横山204番地40

特別養護老人ホーム名木の里 成田市名木192番地

レストヴィラ成田 成田市飯仲28番地18

ニチイケアセンター成田 成田市土屋1314番地4

ユニット型指定介護老人福祉施設
玲光苑なのはな館

成田市押畑896番地4

特別養護老人ホームユニットケア
成田苑

成田市大室1783番地22

ユニット型特別養護老人ホーム有
楽苑

成田市横山204番地40

ウェルライフヴィラ成田 成田市飯田町105番地1

特別養護老人ホーム杜の家なりた 成田市下方686番1

特別養護老人ホームまきの里（従
来型）

成田市吉岡1342番地6

特別養護老人ホームまきの里（ユ
ニット型）

成田市吉岡1342番地6

特別養護老人ホームさくら苑 佐倉市鏑木町346番地

一般財団法人日本老人福祉財団佐
倉ゆうゆうの里

佐倉市鏑木町270番地

特別養護老人ホーム佐倉白翠園 佐倉市岩名1011番地

特別養護老人ホーム志津ユーカリ
苑

佐倉市青菅1008番地7

ケアハウスくつろぎの里 佐倉市下志津552番地

特別養護老人ホームはちす苑 佐倉市太田字長作1145番地1
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ケアハウスちとせ 佐倉市生谷字松山75番地10

特別養護老人ホームゆたか苑 佐倉市上志津原9番地

(福)栄寿会特別養護老人ホーム弥
富あさくら

佐倉市岩富町541番地

特別養護老人ホームちとせ小町 佐倉市大蛇町215番地7

特別養護老人ホームときわの杜 佐倉市石川556番

（福）壮健会特別養護老人ホーム
さくらの丘

佐倉市飯重622番地

特別養護老人ホーム佐倉白翠園
（ユニット型）

佐倉市岩名1011番地

クラーチ・ファミリア佐倉 佐倉市上座567番地1の2

介護付有料老人ホームミライア
コート宮の杜

佐倉市宮ノ台6丁目6番地1

特別養護老人ホーム芙蓉荘 東金市家之子字長谷2010番地3

特別養護老人ホームゆりの木苑 東金市家徳756番地2

特別養護老人ホーム福福の里 東金市極楽寺163番1

(福)緑海会介護老人福祉施設両総 東金市南上宿8番地2

社会福祉法人福福会特別養護老人
ホーム福岡福福の里

東金市東中島字曙97番1

養護老人ホーム東総園 旭市イの1326番地

特別養護老人ホーム東総園 旭市イの1326番地

特別養護老人ホームやすらぎ園 旭市イ3925番地の2

特別養護老人ホーム白寿園 旭市清和乙20番地1

恵天堂特別養護老人ホーム 旭市蛇園2532番地

(福)東風会特別養護老人ホーム東
風荘

旭市三川6301番地6

(福)東風会特別養護老人ホーム東
風荘松里館

旭市三川6143番地12

習志野市立養護老人ホーム白鷺園 習志野市鷺沼3丁目6番44号

特別養護老人ホーム習志野偕生園 習志野市新栄1丁目10番2号

ケアハウスグリーンパーク習志野 習志野市新栄1丁目10番2号

セイワ習志野介護老人福祉施設 習志野市秋津3丁目5番3号

ケアハウスヴィラ清和 習志野市秋津3丁目5番3号

ケアハウス習志野 習志野市屋敷1丁目1番1号

特別養護老人ホームマイホーム習
志野

習志野市屋敷1丁目1番1号

(福)清和園特別養護老人ホームゆ
いまーる習志野介護老人福祉施設

習志野市秋津3丁目5番1号

(福)清和園地域密着型特別養護老人ホー
ムゆいまーる習志野介護老人福祉施設

習志野市秋津3丁目5番1号

特別養護老人ホーム玲光苑習志野
ローズ館（従来型）

習志野市谷津3丁目14番7号

特別養護老人ホーム玲光苑習志野
ローズ館（ユニット型）

習志野市谷津3丁目14番7号
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ウェルケアテラス谷津 習志野市谷津4丁目7番34号

社会福祉法人慶美会特別養護老人ホー
ムサンクレール谷津（従来型）

習志野市谷津4丁目6番10号

社会福祉法人慶美会特別養護老人ホー
ムサンクレール谷津（ユニット型）

習志野市谷津4丁目6番10号

社会福祉法人旭悠会特別養護老人ホー
ム習志野偕生園（ユニット型）

習志野市新栄1丁目10番2号

株式会社ＺＥＮウェルネスアシステッ
ドリビング習志野

習志野市実籾5丁目3番20号

養護老人ホームひかり隣保館 柏市十余二175番地の42

特別養護老人ホーム望陽荘 柏市みどり台1丁目3番1号

特別養護老人ホーム八幡苑 柏市篠籠田1390番地

有料老人ホームボンノールガーデ
ン

柏市篠籠田1385番地の1

特別養護老人ホーム藤心八幡苑 柏市藤心293番地2

特別養護老人ホームひかり隣保館 柏市十余二175番地の42

特別養護老人ホーム輝陽園 柏市酒井根45番地の1

軽費老人ホーム（ケアハウス）四
季の里

柏市松ケ崎899番地の1

特別養護老人ホーム四季の里 柏市松ケ崎899番地の1

サンシティ柏 柏市増尾台1丁目2番1号

特別養護老人ホームマーガレット
ヒル

柏市中新宿1丁目8番6号

(福)敬愛会特別養護老人ホーム
ハートかしわ

柏市高田1032番地1

特別養護老人ホームマザーズガー
デン

柏市布施1113番地2

特別養護老人ホーム柏きらりの風 柏市西原2丁目9番1号

特別養護老人ホームアネシス 柏市手賀1682番地

社会福祉法人沼風会特別養護老人
ホーム沼風苑

柏市箕輪585番地

介護付有料老人ホームシーハーツ
柏の葉

柏市十余二409番地12

特別養護老人ホーム新柏ヴィヴァ
ンホーム

柏市中原1815番地5

特別養護老人ホーム藤心八幡苑ユ
ニット館

柏市藤心293番地2

特別養護老人ホーム大津川八幡苑 柏市藤心271番地1

地域密着型特別養護老人ホームマ
ザーズガーデン

柏市布施1106番地5

特別養護老人ホーム柏こひつじ園 柏市豊四季台3丁目1番4号

イリーゼかしわ豊四季 柏市旭町4丁目11番3

社会福祉法人沼風会特別養護老人
ホーム沼風苑新館

柏市箕輪585番地

社会福祉法人天宣会特別養護老人
ホームかしわ安心館

柏市藤ケ谷810番地2

特別養護老人ホームあおいの里・
柏

柏市大井988番地1

(福)穏寿会特別養護老人ホーム勝
浦裕和園

勝浦市市野郷230番地1
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(福)さくら会軽費老人ホーム勝浦
部原荘

勝浦市部原1930番地3

特別養護老人ホーム名木緑風苑 勝浦市名木89番地13

ユニット型特別養護老人ホーム名
木緑風苑

勝浦市名木89番地13

社会福祉法人さくら会特別養護老
人ホーム勝浦総野園

勝浦市蟹田88番地

軽費老人ホーム渓泉荘 市原市万田野732番地6

特別養護老人ホーム市原園 市原市万田野732番地6

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑 市原市神崎263番の1

(福)千寿会特別養護老人ホームゆ
うしゅう園

市原市天羽田1500番地の3

特別養護老人ホーム青柳園 市原市青柳3丁目6番地6

特別養護老人ホームふるさと苑 市原市能満字上小貝塚1925の282

特別養護老人ホームグランモア和
光苑

市原市椎津5番地1号

特別養護老人ホーム清流園 市原市勝間字下五反目337番2

(福)清心会軽費老人ホームケアハ
ウス日夕苑

市原市柏原271番地1

(福)加茂つくし会特別養護老人
ホーム高滝神明の里

市原市駒込字初崎196番1

市原市養護老人ホーム希望苑 市原市能満2089番地157

軽費老人ホームケアハウス向日葵 市原市二日市場774番地1

(福)琢心会ケアハウス辰巳彩風苑 市原市神崎263番地1

ケアハウスぬくもりの郷ウエル
ビー市原

市原市平田1428番地

特別養護老人ホームあじさい苑 市原市新堀947番3

特別養護老人ホームトータス 市原市鶴舞559番地1

社会福祉法人市原うぐいす会特別
養護老人ホーム緑祐の郷

市原市養老998番地1

特別養護老人ホームあじさい苑
（ユニット型）

市原市新堀947番3

特別養護老人ホーム清流園（ユ
ニット型）

市原市勝間字下五反目337番2

特別養護老人ホーム第二ふるさと
苑里休

市原市能満2073番25

特別養護老人ホームグリーンホー
ム

市原市喜多893番地1

ケアレジデンス五井 市原市五井5911番地

社会福祉法人市原うぐいす会特別
養護老人ホーム緑祐の郷Ⅱ

市原市養老998番地1

社会福祉法人山の神福祉会特別養護老
人ホームグリーンライフ・ネクステ

市原市福増459番地1

協栄年金ホーム 流山市東深井948

(福)流山あけぼの会初石苑 流山市おおたかの森北二丁目64番地の2

(福)旭悠会特別養護老人ホームリ
バーパレス流山

流山市大字西深井142番地

マザアス南柏 流山市向小金3丁目147－2



 2.老人ホーム

名　　　　称 所 在 地

(福)流山あけぼの会特別養護老人
ホームあざみ苑

流山市野々下2丁目488番地の5

(福)あかぎ万葉ケアハウス春の苑 流山市東深井520番地の1

ケアハウスサンライズ流山 流山市野々下2丁目488番地6

(福)流山あけぼの会特別養護老人
ホームはまなす苑

流山市こうのす台269番地の1

グッドタイムリビング流山壱番館 流山市おおたかの森南一丁目25番地の2

イリーゼ流山はついし 流山市東初石3丁目128番地の11

特別養護老人ホーム流山こまぎ安
心館

流山市駒木649番地の3

イリーゼ南流山 流山市木字膝丸前116番地の1

社会福祉法人正心会特別養護老人
ホーム美晴らしの里

流山市名都借1126番地

イリーゼ南柏 流山市松ケ丘4丁目495-3

特別養護老人ホームでいご 流山市こうのす台634番地の1

グッドタイムリビング流山弐番館 流山市おおたかの森南二丁目1番地の1

社会福祉法人あかぎ万葉特別養護
老人ホーム花のいろ

流山市中野久木421番地

株式会社さわやか倶楽部介護付有
料老人ホームさわやかながれやま

流山市西初石1丁目742番地の1

有料老人ホーム愛生グリーンプラ
ザ八千代

八千代市吉橋1060番地

特別養護老人ホームグリーンヒル 八千代市上高野2058番地の5

(福)八千代美香会特別養護老人
ホーム美香苑

八千代市村上641番地

特別養護老人ホーム愛生苑 八千代市吉橋1059番地17

特別養護老人ホーム八千代城 八千代市保品2070番地5

ケアハウスガーデンカルミア 八千代市島田台1002番6

特別養護老人ホームはなみずき 八千代市島田台998番4

ケアハウスりんどう 八千代市島田台998番4

社会福祉法人鳳雄会特別養護老人
ホームほうゆうの里

八千代市上高野157番地

敬老園ロイヤルヴィラ・ナーシン
グヴィラ八千代台

八千代市八千代台北15丁目19番27号

ユニット型特別養護老人ホーム八
千代城

八千代市保品2070番地5

ユニット型特別養護老人ホームは
なみずき

八千代市島田台998番4

グレースコート八千代緑ヶ丘 八千代市緑が丘1丁目3番地2

有料老人ホームレビー八千代 八千代市大和田新田408-12

社会福祉法人鳳雄会特別養護老人
ホームほうゆうの里(従来型）

八千代市上高野157番地

社会福祉法人清明会特別養護老人
ホームむらかみの郷

八千代市村上1113番36

特別養護老人ホーム久遠苑 我孫子市日秀208番地

(福)栄興会和楽園 我孫子市中峠字篠堤2473



 2.老人ホーム

名　　　　称 所 在 地

特別養護老人ホームアコモード 我孫子市布佐1559番地2

特別養護老人ホームアクイール 我孫子市岡発戸1498番地

ユニット型特別養護老人ホームア
クイール

我孫子市岡発戸1498番地

特別養護老人ホームあおいの里・
我孫子（従来型）

我孫子市柴崎216番地の1

特別養護老人ホームあおいの里・
我孫子（ユニット型）

我孫子市柴崎216番地の1

社会福祉法人皐仁会特別養護老人
ホームけやきの里（従来型）

我孫子市青山417番地

社会福祉法人皐仁会特別養護老人
ホームけやきの里（ユニット型）

我孫子市青山417番地

(福)太陽会特別養護老人ホームめ
ぐみの里

鴨川市大幡1222番地の1

養護老人ホーム緑風荘 鴨川市広場1311番地

ナーシングヴィラハートフル鴨川 鴨川市太海630-1

特別養護老人ホーム千の風・清澄 鴨川市天津3466番地

特別養護老人ホームめぐみの里
（ユニット型）

鴨川市大幡1222番地1

特別養護老人ホーム南小町 鴨川市南小町809番地1

特別養護老人ホーム南小町（ユ
ニット型）

鴨川市南小町809番地1

特別養護老人ホーム慈祐苑 鎌ケ谷市道野辺214番地の4

特別養護老人ホーム鎌ケ谷翔裕園 鎌ケ谷市初富848番地の10

特別養護老人ホーム幸豊苑 鎌ケ谷市粟野225番地1

介護付有料老人ホームハッピーラ
イフ菜の花館

鎌ケ谷市初富字中沢境373番地11

特別養護老人ホーム初富の里 鎌ケ谷市東初富1丁目4番3号

特別養護老人ホームさつまの里 鎌ケ谷市佐津間989番地1

社会福祉法人創誠会特別養護老人
ホームあかり（従来型）

鎌ケ谷市鎌ケ谷7丁目13番33号

社会福祉法人創誠会特別養護老人
ホームあかり（ユニット型）

鎌ケ谷市鎌ケ谷7丁目13番33号

有料老人ホームアビタシオン鎌ケ
谷

鎌ケ谷市新鎌ケ谷4丁目12番3号

特別養護老人ホーム上総園（従来
型）

君津市広岡375番地

特別養護老人ホーム山の手フラ
ワーヒル（従来型）

君津市大山野875番地

サン・ラポール南房総 君津市豊英355－1

ケアハウスグランディきみつ 君津市三直522番地

有料老人ホームサニーライフ君津 君津市東猪原248番地2

特別養護老人ホーム上総園（ユ
ニット型）

君津市広岡375番地

特別養護老人ホームつばさ 君津市貞元510番地

特別養護老人ホーム夢の郷 君津市杉谷3番地1

特別養護老人ホームウィステリア
八重原

君津市八重原172番地275



 2.老人ホーム

名　　　　称 所 在 地

特別養護老人ホーム山の手フラ
ワーヒル（ユニット型）

君津市大山野875番地

有料老人ホームアビタシオン君津 君津市八重原1338番1

天羽養護老人ホーム 富津市竹岡982番地の1

(福)ミッドナイト・ミッションのぞみ
会養護老人ホーム望みの門楽生園

富津市富津577

(福)ミッドナイト・ミッションのぞみ
会特別養護老人ホーム望みの門紫苑荘

富津市富津617の14

(福)さつき会特別養護老人ホーム
つつじ苑

富津市上飯野1426番3

特別養護老人ホーム金谷の里 富津市金谷1912番地の2

ケアハウスラクトピア 富津市金谷1912番地の2

(福)天祐会ケアハウス大佐和苑 富津市亀沢字新御太刀甲227番地1

(福)あたご会特別養護老人ホーム
やまぶき苑

富津市豊岡1768番地

(福)ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄ･ﾐｯｼｮﾝのぞみ会特別養護老
人ﾎｰﾑ望みの門富士見の里(従来多床室)

富津市湊701番地

(福)ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄ･ﾐｯｼｮﾝのぞみ会特別養護老
人ﾎｰﾑ望みの門富士見の里(ﾕﾆｯﾄ型)

富津市湊701番地

特別養護老人ホームつつじ苑（ユ
ニット型）

富津市上飯野1426番3

地域密着型特別養護老人ホームサ
テライト特養やまぶき苑

富津市豊岡1434番地1

社会福祉法人佐貫会特別養護老人
ホーム玄々堂亀田の郷

富津市亀田445番1

浦安市特別養護老人ホーム 浦安市高洲9丁目3番1号

浦安市ケアハウス 浦安市高洲9丁目3番1号

浦安エデンの園 浦安市日の出1丁目2番1号

舞浜倶楽部富士見サンヴァーロ 浦安市富士見3丁目16番46号

浦安愛光園 浦安市高洲9丁目3番2号

グッドタイム　リビング　新浦安 浦安市明海6丁目1番3号

舞浜倶楽部新浦安フォーラム 浦安市高洲1丁目2番1号

うらやす和楽苑（従来型） 浦安市当代島2丁目14番2号

うらやす和楽苑（ユニット型） 浦安市当代島2丁目14番2号

イリーゼ浦安 浦安市東野3丁目2番11号

株式会社リエイ介護付有料老人
ホームコンシェール舞浜

浦安市東野3丁目4番37号

スターツケアサービス株式会社介
護付有料老人ホームうらら新浦安

浦安市明海2丁目12番1号

四街道老人ホーム 四街道市大日2132番地4

特別養護老人ホームあさひ園 四街道市山梨1488番地1

特別養護老人ホームあすみの丘 四街道市大日1623番地の1

有料老人ホームチェリーコート四
街道

四街道市大日526番地の22

ケアハウスせきれい 四街道市中台134番地



 2.老人ホーム

名　　　　称 所 在 地

社会福祉法人樹会
特別養護老人ホーム四街道苑

四街道市鹿放ケ丘593番3

社会福祉法人千葉シニア特別養護老人
ホームまごころ館四街道（従来型）

四街道市中台498番地1

社会福祉法人千葉シニア特別養護老人ホー
ムまごころ館四街道（ユニット型）

四街道市中台498番地1

社会福祉法人笑顔特別養護老人
ホームからたち

四街道市大日595番地1 

特別養護老人ホーム袖ケ浦菜の花
苑

袖ケ浦市神納4181番地の20

特別養護老人ホームサニーヒル 袖ケ浦市久保田857番地の9

社会福祉法人瑞光会袖ケ浦瑞穂特
別養護老人ホーム

袖ケ浦市野里1452番地4

株式会社白松有料老人ホームアビ
タシオン白松

八街市文違301番地

社会福祉法人寿陽会特別養護老人
ホームコート・エミナース（従来
型）

八街市滝台739番地2

社会福祉法人生活クラブ生活クラ
ブ風の村特養ホーム八街

八街市東吉田912番地8

手と手と手 八街市榎戸917番地1

特別養護老人ホーム空（従来型） 八街市八街ほ208番地23

特別養護老人ホーム空（ユニット
型）

八街市八街ほ208番地23

特別養護老人ホームゆかり八街西
林

八街市八街ろ113番地3

社会福祉法人寿陽会特別養護老人
ホームコート・エミナース（ユ
ニット型）

八街市滝台739番地２

社会福祉法人泰斗会特別養護老人
ホームひだまりの里（ユニット
型）

八街市八街は2番地339

社会福祉法人印西地区福祉会特別
養護老人ホームみどり荘

印西市竜腹寺342番2

(福)龍心会特別養護老人ホーム
ハートヴィレッヂ

印西市武西字庚塚1269番1

社会福祉法人清明会軽費老人ホー
ムよしきり

印西市瀬戸1844番地の2

特別養護老人ホーム印旛晴山苑 印西市大廻187番地

特別養護老人ホームプレーゲ本埜 印西市笠神1620番地

特別養護老人ホームハートヴィ
レッヂⅡ

印西市武西1269番1

社会福祉法人印西地区福祉会特別養護
老人ホームみどり荘ユニット型

印西市竜腹寺342番2

特別養護老人ホーム菊華園 白井市神々廻1030番地

ケアハウス菊華園 白井市神々廻1030番地

特別養護老人ホームアンスリール 白井市神々廻1889番地2

ウィズホスピタル千葉白井 白井市復1448番地1

社会福祉法人皐仁会特別養護老人
ホームさつきの里（従来型）

白井市笹塚3丁目25番1号

社会福祉法人皐仁会特別養護老人
ホームさつきの里（ユニット型）

白井市笹塚3丁目25番1号

(福)清郷会九十九荘 富里市立沢新田192番地の16



 2.老人ホーム

名　　　　称 所 在 地

介護付有料老人ホームはなみずき
の里

富里市七栄653番地70

特別養護老人ホームアイリスの里 南房総市富浦町深名1170番地1

軽費老人ホーム（ケアハウス）ア
イリスの里

南房総市富浦町深名1170番地1

(福)善憐会特別養護老人ホーム伏
姫の郷

南房総市平久里下1129番地2

(福)薄光会特別養護老人ホーム三
芳光陽園

南房総市上堀280番地

特別養護老人ホームおもいやりの
郷

南房総市白浜町滝口7216番地の8

(福)松涛会特別養護老人ホーム千
倉苑

南房総市千倉町瀬戸2712番地24

特別養護老人ホームリブ丸山 南房総市川谷302番地の5

(福)千葉育美会特別養護老人ホー
ム花の里

南房総市和田町松田808番地

社会福祉法人九十九里ホーム特別
養護老人ホーム松丘園（従来型）

匝瑳市飯倉17番地1

養護老人ホーム瑞穂園 匝瑳市八日市場ニ81番地3

(福)滋生福祉会特別養護老人ホー
ム太陽の家

匝瑳市春海6387番地

(福)昇陽会特別養護老人ホーム花
園

匝瑳市野手1986番地の1

社会福祉法人九十九里ホーム九十九里ホーム飯倉駅前特別
養護老人ホームシオン 匝瑳市飯倉95番地1

社会福祉法人九十九里ホーム九十九里ホーム飯倉駅前特別
養護老人ホームユニットケアシオン 匝瑳市飯倉95番地1

社会福祉法人九十九里ホーム特別養護
老人ホームユニットケア松丘園

匝瑳市飯倉17番地1

香取市養護老人ホームひまわり苑 香取市津宮4102番地

(福)東総あやめ会特別養護老人
ホーム東総あやめ苑

香取市佐原イ1257番1

(福)国寿会特別養護老人ホーム水
都苑（従来型）

香取市小見川676番2

(福)国寿会ケアハウス水都苑 香取市小見川676番2

九十九里ホーム山田特別養護老人
ホーム

香取市大角1545番地16

社会福祉法人福祉楽団特別養護老
人ホーム杜の家くりもと

香取市岩部869番地60

有料老人ホームエクセルシオール
佐原

香取市佐原ハ4491番地

(福)東総あやめ会地域密着型特別
養護老人ホーム東総あやめ苑

香取市佐原イ1257番1

社会福祉法人国寿会地域密着型特
別養護老人ホーム水都苑（ユニッ
ト型）

香取市小見川676番2

社会福祉法人江戸川豊生会特別養
護老人ホームかとりの郷福楽園
（従来型）

香取市内野448番地1

社会福祉法人江戸川豊生会特別養
護老人ホームかとりの郷福楽園
（ユニット型）

香取市内野448番地1

 (福)緑海会特別養護老人ホーム青
松苑

山武市木戸848番地

特別養護老人ホーム北総長寿苑 山武市木原814番地

特別養護老人ホーム桔梗ケ丘シル
バーホーム

山武市松尾町田越756番地6



 2.老人ホーム

名　　　　称 所 在 地

エクセルシオール山武 山武市本須賀字塩浜3841番地70

特別養護老人ホームいすみ苑 いすみ市能実615番地

(福)徳寿会特別養護老人ホームシ
ルバーガーデン

いすみ市新田若山深堀入会地9番地

(福)愛恵会特別養護老人ホーム愛
恵苑

いすみ市岬町中滝1692番地3

社会福祉法人林声会特別養護老人
ホームゆかり岬

いすみ市岬町押日字上半沢1508番地3

特別養護老人ホームおおあみ緑の
里

大網白里市柿餅268番地2

特別養護老人ホーム杜の街 大網白里市南飯塚404番地14

特別養護老人ホームなのはな（従
来型）

大網白里市南横川1748番地4

特別養護老人ホームなのはな（ユ
ニット型）

大網白里市南横川1748番地4

特別養護老人ホームエコトピア
酒々井

印旛郡酒々井町本佐倉352番地2

ケアハウスエコトピア酒々井 印旛郡酒々井町本佐倉352番地2

特別養護老人ホームエコトピア
酒々井（ユニット）

印旛郡酒々井町本佐倉352番地2

特別養護老人ホーム栄白翠園 印旛郡栄町酒直1335番地

特別養護老人ホームじょうもんの
郷

香取郡神崎町神崎神宿66番地10

多古特別養護老人ホーム 香取郡多古町南玉造460番地の36

(福)友愛福祉会特別養護老人ホー
ム藹藹

香取郡東庄町羽計2189番地13

社会福祉法人慈徳会特別養護老人
ホームささがわ

香取郡東庄町笹川い4714番地188

(福)恵友会特別養護老人ホーム九
十九里園

山武郡九十九里町粟生1532番地1

(医)社団慈優会住宅型有料老人
ホームシルバーシャドウ

山武郡九十九里町片貝2705番地7

特別養護老人ホーム芝山苑 山武郡芝山町山中字池ノ谷1337番地1

ケアハウス芝山苑 山武郡芝山町山中字池ノ谷1337番地1

特別養護老人ホーム芝山苑（ユ
ニット型）

山武郡芝山町山中字池ノ谷1337番地1

山武郡市広域行政組合立養護老人
ホーム坂田苑

山武郡横芝光町坂田池210番地1

特別養護老人ホーム吉祥苑 山武郡横芝光町寺方字広台780番地1

養護老人ホーム光楽園 山武郡横芝光町木戸9628番地9

(福)九十九里ホーム特別養護老人
ホーム第二松丘園

山武郡横芝光町宮川12103番地1

(福)九十九里ホーム地域密着型特
別養護老人ホーム第二松丘園

山武郡横芝光町宮川12103番地1

特別養護老人ホーム三愛（従来
型）

山武郡横芝光町栗山2700番地

特別養護老人ホーム三愛（ユニッ
ト型）

山武郡横芝光町栗山2700番地

社会福祉法人下総会特別養護老人
ホーム横芝光（従来型）

山武郡横芝光町横芝422番地41

社会福祉法人下総会特別養護老人
ホーム横芝光（ユニット型）

山武郡横芝光町横芝422番地41

特別養護老人ホーム一宮苑 長生郡一宮町一宮389番地



 2.老人ホーム

名　　　　称 所 在 地

社会福祉法人豊友会特別養護老人
ホーム一宮喜楽園

長生郡一宮町船頭給201番地

社会福祉法人豊友会特別養護老人
ホーム一宮喜楽園ユニット型

長生郡一宮町船頭給201番地

特別養護老人ホーム睦沢園 長生郡睦沢町川島1458番地1

特別養護老人ホームせせらぎ 長生郡睦沢町北山田724番地1

特別養護老人ホームまきの木苑 長生郡長生村七井土1789番地1

ケアハウスまきの木苑 長生郡長生村七井土1789番地1

特別養護老人ホーム長生き邑 長生郡長生村金田2133番地

社会福祉法人明光会地域密着型特
別養護老人ホームいこいの郷

長生郡長生村本郷字北道添5059番地1

特別養護老人ホームはまひるがお 長生郡白子町古所5421番地の1

特別養護老人ホームほしの郷 長生郡長柄町鴇谷982

社会福祉法人恵洋会特別養護老人
ホーム長柄園（従来型）

長生郡長柄町徳増659番地1

社会福祉法人恵洋会特別養護老人
ホーム長柄園（ユニット型）

長生郡長柄町徳増659番地1

特別養護老人ホームザイクスヒル
長南

長生郡長南町芝原3050番地

ケアハウスびおとーぷ 長生郡長南町長南1471番地

特別養護老人ホーム豊栄の里 長生郡長南町須田6番地1

ケアハウスザイクスヒル長南 長生郡長南町芝原3050番地

社会福祉法人共生会特別養護老人ホー
ムほしの郷・長南（従来型）

長生郡長南町茗荷沢67番地

社会福祉法人共生会特別養護老人ホー
ムほしの郷・長南（ユニット型）

長生郡長南町茗荷沢67番地

大多喜町特別養護老人ホーム 夷隅郡大多喜町新丁173番地の2

特別養護老人ホーム外房 夷隅郡御宿町久保796

有料老人ホームラビドール御宿 夷隅郡御宿町御宿台132



 3.身体障害者支援施設

名　　　　称 所 在 地

ハピネス浜野 千葉市中央区浜野町649番地1

千葉県千葉リハビリテーションセ
ンター

千葉市緑区誉田町1丁目45番地2

(福)晴山会障害者支援施設鎌取晴
山苑

千葉市緑区鎌取町2810番23

障害者支援施設セルプ・ガーデン
ハウス

千葉市緑区大木戸町1423番地3

障害者支援施設誠光園 船橋市小野田町769番地18

障害者支援施設ローゼンヴィラ藤
原

船橋市藤原8丁目17番1号

上総あいらいの郷 木更津市下郡2270番地1

リホープ 佐倉市山王2丁目37番9号

ルミエール 佐倉市山王2丁目37番9号

めいわ 佐倉市山王2丁目37番9号

(福)ロザリオの聖母会障害者支援
施設聖マリア園

旭市野中800番地

ふる里学舎静風荘 市原市今富997番地1

(福)悠仁会障害者支援施設嶺岡園 鴨川市太海630番地の4

(福)太陽会障害者支援施設しあわ
せの里

鴨川市大幡1243番地2

障害者支援施設どんぐりの郷 富津市相川503番地

(福)翠昂会障害者支援施設永幸苑 四街道市上野199番地

障害者支援施設コスモ・ヴィレッ
ジ

八街市滝台739番地3

(福)九十九里ホーム障害者支援施
設聖マーガレットホーム

匝瑳市高野583番地

(福)緑海会障害者支援施設光洋苑 山武市木戸848番地

指定障害者支援施設モア・しょう
えい

長生郡長生村金田2133

指定障害者支援施設セルプ・しん
ゆう

長生郡長生村金田2133



 3.身体障害者支援施設

名　　　　称 所 在 地

救護施設松風園 千葉市緑区辺田町604番地

(福)善憐会救護施設厚生園 香取市八本555番地27

房総平和園 大網白里市南横川1748番地1


