
施設・団体名簿

業種名称 施設名漢字 法人名漢字 郵便番号 住所１ 電話番号
保育所 愛光保育園 （福）一粒の麦福祉会 2994312 長生郡一宮町宮原69 0475-40-1033
保育所 愛和元町保育園 （福）江戸川豊生会 2790041 浦安市堀江5-20-11 047-353-5410
保育所 青空保育園 （福）清郷会 2860202 富里市日吉倉776-1 0476-91-6151
保育所 あおぞら保育園 （福）フィリア 2660011 千葉市緑区鎌取町273-146 043-312-0427
保育所 旭ケ丘保育園 （福）千葉ベタニヤホーム 2640025 千葉市若葉区都賀1-1-1 043-231-5047
保育所 あさひ保育園 （福）あさひ福祉会 2993235 大網白里市駒込491-2 0475-72-3900
保育所 安食保育園 （福）安栄福祉会 2701516 印旛郡栄町安食3631-2 0476-95-0125
保育所 あすなろ保育園 （福）融合会 2740806 船橋市二和西2-6-1 047-447-0023
保育所 東保育園 （福）東保育園 2893181 匝瑳市野手6044 0479-67-5150
保育所 アリスなかよし保育園 （福）日の出福祉会 2730031 船橋市西船2-29-28 047-436-1212
保育所 認定こども園　OURS （福）太陽会 2960044 鴨川市広場1726-1 04-7099-0800
保育所 企業主導型保育所　OURS　ｂａｂｙ （福）太陽会 2960041 鴨川市東町601-1 04-7096-5800
保育所 アンジェリカ保育園 （福）アコモード 2701166 我孫子市我孫子2-8-1 04-7181-8500
保育所 アンデルセン第二保育園 （福）新樹の会 2740063 船橋市習志野台5-43-3 047-468-4686
保育所 アンデルセン保育園 （福）新樹の会 2740063 船橋市習志野台7-8-21 047-462-8111
保育所 飯倉駅前あかしあこども園 （福）九十九里ホーム 2892147 匝瑳市飯倉106-1 0479-85-5852
保育所 ｅ－こども園 （福）大五京 2720023 市川市南八幡4-14-4 047-300-8850
保育所 市原令和おもいやり保育園 おもいやり福祉会 2900021 市原市山田橋2-4-3 0436-67-1111
保育所 今井保育園 （福）いまい福祉会 2600834 千葉市中央区今井2-12-7 043-261-5627
保育所 岩根こども園 （福）岩根福祉会 2920014 木更津市高柳3-9-13 0438-41-1049
保育所 ヴィヴァン亀甲台保育園 （福）新柏会 2770031 柏市亀甲台町2-13-12 04-7166-1010
保育所 ヴィヴァン保育園 （福）新柏会 2770084 柏市新柏2-6-4 04-7168-2525
保育所 ウィズダム　アリス園 （福）創成会 2630051 千葉市稲毛区園生町656-2 043-287-8093
保育所 ウィズダムナーサリースクール （福）創成会 2630051 千葉市稲毛区園生町787-4 043-287-0008
保育所 臼井はくすい保育園 （福）誠友会 2850837 佐倉市王子台1-23 043-309-5246
保育所 美しが丘保育園 （福）日の出福祉会 2740060 船橋市坪井東5-18-30 047-457-8806
保育所 うみかぜ保育園 （福）福治会 2720004 市川市原木1-15-24 047-328-2562
保育所 うみまち保育園 （福）長須賀保育園 2920008 木更津市金田西6-2街区1画地 0438-97-7563
保育所 浦安駅前保育園 （福）茂原高師保育園 2790004 浦安市猫実4-19-24 047-381-7802
保育所 エンヂェルハート （福）龍心会 2701354 印西市武西２７５－１ 0476-47-3344
保育所 オウトピア保育園 （福）江戸川豊生会 1300021 墨田区緑2-5-12 03-6659-6233
保育所 大金平グレース保育園 （福）にじの会 2700006 松戸市大金平3-132-1 047-382-6181
保育所 おお田保育園 （福）千草会 2770805 柏市大青田1507-8 04-7131-2795
保育所 大貫保育園 （福）大貫福祉会 2930043 富津市岩瀬1112-7 0439-65-0059
保育所 大室保育園 （福）豊栄会 2860821 成田市大室766-2 0476-36-0749
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保育所 おみがわこども園 （福）清水福祉会 2890313 香取市小見川1585-2 0478-82-3555
保育所 かけまま保育園 （福）愛誠福祉会 2720142 市川市欠真間2-25-8 047-359-0378
保育所 香西保育所 （福）まんまる保育園 2870036 香取市観音21-1 0478-58-1656
保育所 かすみ保育園 （福）ひこばえ 2750022 習志野市香澄4-1-1 047-408-1170
保育所 認定こども園　風の丘 （福）泉の園 2702224 松戸市大橋300-1 047-375-8440
保育所 風の谷こども園 （福）泉の園 2720836 市川市北国分4-10-3 047-375-2700
保育所 木更津社会館保育園 （福）木更津大正会 2920831 木更津市富士見3-8-3 0438-22-3659
保育所 北小金グレースこども園 （福）にじの会 2700004 松戸市殿平賀200-11 047-348-3880
保育所 北小金ｸﾞﾚｰｽ保育園ﾉｰﾁｪﾙｰﾑ （福）にじの会 2700014 松戸市小金２－１５ 047-711-5780
保育所 北国分駅前第二しゃりっこ保育園 一般社団法人Ａ－ＴＲＵＣＫ 2720837 市川市堀之内3-26-31 047-712-1616
保育所 北の杜保育園 （福）千草会 2770814 柏市正連寺434-26中央128街区1 04-7199-8335
保育所 君津保育園 （福）君津福祉会 2991165 君津市高坂1-11 0439-52-0209
保育所 共興保育園 （福）共興福祉会 2892121 匝瑳市東小笹120-1 0479-72-4400
保育所 行徳第二保育園 （福）千葉寺福祉会 2720133 市川市行徳駅前4-26-10 047-397-6671
保育所 清水こども園 （福）清水福祉会 2890349 香取市内野448-1 0478-82-5701
保育所 ククルなかよし保育園 （福）日の出福祉会 2730865 船橋市夏見2-11-43 047-424-0101
保育所 久津間保育園 （福）岩根福祉会 2920004 木更津市久津間1084 0438-41-4405
保育所 くるみ園 （福）輝 2730137 鎌ケ谷市道野辺本町1-4-34 047-441-0057
保育所 グレース子育て支援センター （福）にじの会 2700006 松戸市大金平3-132-1 047-382-6182
保育所 恵愛こども園 （福）八幡会 2701132 我孫子市湖北台8-17-9 04-7188-7771
保育所 （福）啓心会 （福）啓心会 2900073 市原市国分寺台中央4-8-4 0436-41-6600
保育所 公津の杜保育園 （福）宗吾福祉会 2860048 成田市公津の杜2-24-1 0476-29-6551
保育所 国府台保育園 （福）千葉ベタニヤホーム 2720827 市川市国府台2-9-13 047-372-3740
保育所 小金城趾ｸﾞﾚｰｽ保育園ﾉｰﾁｪﾙｰﾑ （福）にじの会 2700031 松戸市横須賀1-20-2 047-711-9120
保育所 小金西グレースこども園 （福）にじの会 2700032 松戸市新松戸北2-11-3 047-345-4994
保育所 （福）小金原福祉会　法人本部 （福）小金原福祉会 2700021 松戸市小金原4-13-20 047-711-5963
保育所 小金保育園 （福）ユーカリ福祉会 2700014 松戸市小金444-54 047-341-2644
保育所 五香子すずめ保育園 （福）竹友会 2702213 松戸市五香2-35-8 047-712-2111
保育所 子すずめ保育園 （福）竹友会 2702253 松戸市日暮1-8-4 047-387-9874
保育所 こどもの森 （福）白浜こども園 2950102 南房総市白浜町白浜2224番地 0470-38-2140
保育所 小羊保育園 （福）チルドレンス・パラダイス 2710094 松戸市上矢切113 047-362-5916
保育所 湖北保育園 （福）心光会 2701121 我孫子市中峠1423 04-7188-1059
保育所 子山保育園 （福）チルドレンス・パラダイス 2980003 いすみ市深掘699 0470-62-3636
保育所 さかえ保育園 （福）泉の園 2720836 市川市北国分1-12-23 047-373-0149
保育所 栄保育園 （福）栄保育園 2893184 匝瑳市栢田941-1 0479-67-2872
保育所 咲さく良保育園 （福）高柳福祉会 2770941 柏市高柳2丁目6-4 04-7130-9102
保育所 咲保育園 （福）高柳福祉会 2770902 柏市大井1187-1 04-7192-3739
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保育所 さくら保育園 （福）小金原福祉会 2700021 松戸市小金原4-37-15 047-342-0661
保育所 さくらんぼ保育園 （福）穏寿会 2660003 千葉市緑区高田町1083-13 043-300-3715
保育所 さくらんぼルーム （福）小金原福祉会 2702261 松戸市常盤平2-9-3 047-702-3212
保育所 笹川中央保育園 （福）笹川中央保育園 2890601 香取郡東庄町笹川い4714-235 0478-86-0027
保育所 認定こども園　さとの保育園 （福）長須賀保育園 2920816 木更津市下烏田893 0438-38-4827
保育所 さわらびこども園 （福）さわらび福祉会 2710062 松戸市栄町3-185-1 047-362-1530
保育所 三里塚第一保育園 （福）三成会 2860111 成田市三里塚191 0476-35-0165
保育所 三里塚第二保育園 （福）三成会 2860111 成田市三里塚263-15 0476-35-0081
保育所 三里塚みらい保育園 （福）三成会 2860115 成田市西三里塚248-9 0476-36-5328
保育所 慈光保育園 （福）龍澤園 2600812 千葉市中央区大厳寺町457-5 043-263-7965
保育所 慈紘保育園 （福）慈紘園 2701132 我孫子市湖北台3-13-13 04-7188-0874
保育所 ししの子保育園市川 （福）成未会 2720023 市川市大和田2-22-28 047-374-3177
保育所 社会館吾妻保育園 （福）木更津大正会 2920065 木更津市吾妻2-10-7 0438-22-6756
保育所 しゃりっこキッズ保育園 一般社団法人Ａ－ＴＲＵＣＫ 2720837 市川市堀之内3-18-25 047-712-1681
保育所 しゃりっこ保育園 一般社団法人Ａ－ＴＲＵＣＫ 2720837 市川市堀之内3-18-25 047-712-1682
保育所 請西保育園 （福）木更津むつみ福祉会 2920806 木更津市請西東7-2-1 0438-30-7380
保育所 昭和保育園 （福）四恩会 2990263 袖ケ浦市奈良輪782-1 0438-62-2427
保育所 白鳩保育園 （福）白鳩育英會 2992225 南房総市竹内180 0470-57-2173
保育所 白浜東部保育園 白浜東部保育園 2950102 南房総市白浜町白浜7098 0470-38-2174
保育所 白井保育園 （福）白井福祉会 2701421 白井市白井429 047-497-0359
保育所 神代保育園 （福）神代福祉会 2890631 香取郡東庄町平山1154 0478-86-5053
保育所 新松戸ベビーホーム （福）にじの会 2700034 松戸市新松戸6-118-1 047-344-3222
保育所 すえひろ保育園 （福）末広会 2600843 千葉市中央区末広4-21-4 043-310-5552
保育所 須賀保育園 （福）豊島福祉会 2892134 匝瑳市横須賀2914 0479-72-2312
保育所 住吉保育園 （福）和泉会 1250054 葛飾区高砂7-26-3 03-3607-1561
保育所 聖アンデレ保育園 （宗）日本聖公会横浜教区 2940045 館山市北条1677 0470-23-5573
保育所 宗吾保育園 （福）宗吾福祉会 2860004 成田市宗吾2-276 0476-26-2472
保育所 匝瑳保育園 （福）匝瑳福祉会 2892157 匝瑳市堀の内360 0479-74-0123
保育所 そが中央保育園 （福）千葉寺福祉会 2600822 千葉市中央区蘇我4-13-16 043-497-5577
保育所 大日保育園 （福）ひまわり 2840001 四街道市大日895 043-421-0415
保育所 第２幕張海浜保育園 （福）愛の園福祉会 2610021 千葉市美浜区ひび野2-110 043-216-2255
保育所 高師保育園 （福）茂原高師保育園 2970029 茂原市高師864-1 0475-22-2419
保育所 たかし保育園市川二俣 （福）茂原高師保育園 2720001 市川市二俣2-11-6 047-702-5101
保育所 たかし保育園稲毛海岸 （福）茂原高師保育園 2610005 千葉市美浜区稲毛海岸3-1-30 043-243-8222
保育所 たかし保育園鎌ケ谷大仏 （福）茂原高師保育園 2730105 鎌ケ谷市鎌ケ谷5-8-55 047-404-1140
保育所 たかし保育園新浦安 （福）茂原高師保育園 2790012 浦安市入船5-46-1 047-353-5151
保育所 たかし保育園新鎌ヶ谷 （福）茂原高師保育園 2730121 鎌ケ谷市初富919-15 047-436-8118
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保育所 橘保育園 （福）関東福祉会 2890613 香取郡東庄町東今泉2006-1 0478-86-0538
保育所 館山教会附属保育園 （宗）日本同盟基督教団館山教会 2940037 館山市長須賀101 0470-25-7078
保育所 館山ユネスコ保育園 （福）館山ユネスコ保育園 2940034 館山市沼847 0470-22-1398
保育所 ちどり保育園 （福）八越会 2620023 千葉市花見川区検見川町3-331-4 043-271-7828
保育所 千葉寺保育園 （福）千葉寺福祉会 2600843 千葉市中央区末広4-17-3 043-264-7952
保育所 ちはら台東保育園 おもいやり福祉会 2900151 市原市瀬又字傾城谷507 0436-50-2181
保育所 ちはら台南保育園 おもいやり福祉会 2900142 市原市ちはら台南1-1-10 0436-37-1100
保育所 ChaCha Children Yachiyo （福）ChaCha Children & Co. 2760031 八千代市八千代台北16-9-1 047-405-3060
保育所 チューリップのおうちえん （福）聖心福祉会 2610012 千葉市美浜区磯辺5-10-1 043-303-5000
保育所 チューリップ保育園 （福）聖心福祉会 2610011 千葉市美浜区真砂3-15-14 043-279-4863
保育所 銚子保育園 （福）銚子保育園 2880047 銚子市若宮町3-2 0479-24-7226
保育所 椿海保育園 （福）椿海福祉会 2892102 匝瑳市椿969-1 0479-72-2323
保育所 月かげ保育園 （福）月かげ福祉会 2890124 成田市西大須賀1872-4 0476-96-0531
保育所 つくし保育園 （福）むつみ会 2720833 市川市東国分1-21-22 047-373-1659
保育所 つのぶえ保育園 （福）共励福祉会 2860032 成田市上町711-4 0476-22-0867
保育所 つばさ保育園 （福）志真会 2991127 君津市郡2-9-11 0439-77-9292
保育所 つぼみの森保育園 （福）宝樹 2900034 市原市島野472 0436-37-2011
保育所 天王台双葉保育園 （福）双葉福祉会 2701177 我孫子市柴崎字山王作182-16 04-7185-0555
保育所 天王台双葉保育園　くすの木分園 （福）双葉福祉会 2701176 我孫子市柴崎台3-10-3 04-7184-0011
保育所 ときわ平保育園 （福）小金原福祉会 2702266 松戸市常盤平西窪町11-7 047-387-6762
保育所 豊四季はぐくみ保育園 （福）岐山会 2770862 柏市篠籠田1082-2 04-7128-8975
保育所 どんぐり保育園 （福）和泉会 2701313 印西市小林北5-12-2 0476-97-1383
保育所 どんぐりルーム （福）小金原福祉会 2700014 松戸市小金444-5 047-342-0661
保育所 認定こども園　長須賀保育園 （福）長須賀保育園 2920054 木更津市長須賀1309 0438-22-3447
保育所 なぎさ保育園 （福）愛誠福祉会 2610003 千葉市美浜区高浜4-4-1 043-277-3466
保育所 なの花保育園 （福）英進会 2740822 船橋市飯山満町1-967-1 047-405-9512
保育所 新木戸保育園 （福）ひこばえ 2760046 八千代市大和田新田1060 047-450-4359
保育所 西船みどり保育園 （福）松風会 2730031 船橋市西船1-21-50 047-435-4152
保育所 認定こども園　木更津むつみ保育園 （福）木更津むつみ福祉会 2920801 木更津市請西2-12-8 0438-36-0770
保育所 野菊野こども園 （福）さわらび福祉会 2702243 松戸市野菊野5 047-365-8385
保育所 はくすい保育園 （福）誠友会 2850004 佐倉市岩名９６１番２ 043-483-8941
保育所 はくちょう保育園 （福）市原福祉会 2900006 市原市若宮3-4-4 0436-43-3663
保育所 認定こども園　柏鳳保育園 （福）柏鳳福祉会 2701128 我孫子市中峠台30-9 04-7188-3338
保育所 花の井保育園 （福）千草会 2770813 柏市大室1285-12 04-7135-7010
保育所 はなみずきこども園 （福）さわらび福祉会 2702261 松戸市常盤平3-25-2 047-383-8731
保育所 はまかぜ保育園 （福）愛誠福祉会 2600024 千葉市中央区中央港1-24-14 043-238-1191
保育所 ピオーネ流山保育園 （福）桃山福祉会 2700156 流山市西平井2-17-3 04-7178-7311
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保育所 東茂原保育園 （福）茂原高師保育園 2970032 茂原市東茂原13-21 0475-23-6513
保育所 干潟町中央保育園 （福）干潟町中央保育園 2890515 旭市入野2170-5 0479-68-2120
保育所 ひかり保育園 （福）光福祉会 2892705 旭市飯岡2115-2 0479-57-2884
保育所 光町中央保育園 （福）豊島福祉会 2891727 山武郡横芝光町宮川12116-6 0479-84-1018
保育所 光町保育園 （福）豊島福祉会 2891727 山武郡横芝光町宮川11796-2 0479-84-1560
保育所 ひかり隣保館保育園 （福）千葉県厚生事業団 2770872 柏市十余二175-42 04-7134-0115
保育所 ひなた保育園 （福）岡北福祉会 2770813 柏市大室1-5-4 04-7131-7788
保育所 日向保育園 （福）関東福祉会 2891205 山武市椎崎1331-1 0475-88-2505
保育所 日吉保育園 （福）日吉福祉会 2891701 山武郡横芝光町篠本5171 0479-85-0123
保育所 ふじのこ保育園 （福）輝 2730121 鎌ケ谷市初富82-1 047-402-3811
保育所 双葉保育園 （福）双葉福祉会 2701114 我孫子市新木野1-2-28 04-7188-0665
保育所 富津保育園 （福）富津福祉会 2930021 富津市富津396-34 0439-87-2104
保育所 船橋あおぞら保育園 （福）日の出福祉会 2740812 船橋市三咲3-12-55 047-407-9870
保育所 船橋光の子保育園 （福）恵泉福祉会 2730048 船橋市丸山1-3-3 047-406-7055
保育所 府馬保育園 （福）府馬保育園 2890411 香取市府馬2938-4 0478-70-7820
保育所 ブレーメン津田沼保育園 （福）八千代美香会 2750016 習志野市津田沼2-9-1 047-406-4433
保育所 ブレーメン実花こども園 （福）八千代美香会 2750001 習志野市東習志野6-7-2 047-477-4141
保育所 平和保育所 （福）平和福祉会 2892113 匝瑳市平木3381 0479-73-1544
保育所 誉田おもいやり保育園 おもいやり福祉会 2660005 千葉市緑区誉田町2-23-290 043-312-1651
保育所 幕張いもっこ保育園 （福）まくはり福志会 2620032 千葉市花見川区幕張町4-608-1 043-299-8116
保育所 幕張海浜こども園 （福）愛の園福祉会 2610026 千葉市美浜区幕張西2-7-2 043-273-2266
保育所 松戸ひばり保育園 （福）つくし会 2710044 松戸市西馬橋1-28-16 047-346-0336
保育所 馬橋保育園 （福）つくし会 2700026 松戸市三ケ月1534 047-342-1097
保育所 マリヤこども園 （福）愛の園福祉会 2760014 八千代市米本1359 047-488-2471
保育所 まるやま保育園 （福）あすなろ福祉会 2730103 鎌ケ谷市丸山2-11-28 047-441-7070
保育所 まんまる保育園 （福）まんまる保育園 2870026 香取市大根1151 0478-59-3040
保育所 三咲小鳩保育園 （福）日の出福祉会 2740812 船橋市三咲3-6-2 047-447-7612
保育所 三空保育園 （福）有希会 2702251 松戸市金ケ作216-10 047-384-6959
保育所 みつわ台保育園 （福）豊福祉会 2640032 千葉市若葉区みつわ台5-8-8 043-255-7041
保育所 緑が丘こひつじ保育園 （福）愛の園福祉会 2760040 八千代市緑が丘西1-10-5 047-409-3939
保育所 緑が丘はぐみの杜保育園 （福）八千代美香会 2760040 八千代市緑が丘西3-17 047-458-7005
保育所 みどりが丘保育園 （福）天光会 2993251 大網白里市大網2800 0475-71-3261
保育所 みどり保育園 （福）松風会 2730001 船橋市市場4-12-3 047-424-4152
保育所 南小中台保育園 （福）南小中台福祉会 2630043 千葉市稲毛区小仲台8-21-1 043-256-1330
保育所 南流山そらいろ保育園 （福）幌北学園 2700163 流山市南流山7-5-1 04-7158-5500
保育所 稔台保育園 （福）チルドレンス・パラダイス 2702231 松戸市稔台2-12-1 047-362-5536
保育所 みやまのさくら保育園 （福）かずさ萬燈会 2920026 木更津市井尻911-1 0438-97-8739
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保育所 めばえ保育園 （福）岡北福祉会 2770871 柏市若柴226-14 04-7133-1155
保育所 もみじ保育園 （福）光楓福祉会 2610012 千葉市美浜区磯辺5-14-5 043-277-5355
保育所 森のまち　あおば保育園 （福）ラウレア会 2700164 流山市流山2525-1 04-7190-5566
保育所 森のまち　はやて保育園 （福）徳心会 2700162 流山市大字木513-1 04-7186-7800
保育所 モンテッソーリ光の子 （福）恵泉福祉会 2850854 佐倉市上座1219-4 043-461-1372
保育所 八木北保育園 （福）誠心福祉会 2700113 流山市駒木台118-1 04-7152-0504
保育所 八都保育園 （福）八都福祉会 2890402 香取市小見65 0478-78-2320
保育所 山倉第二保育園 （福）山田福祉会 2890426 香取市山倉688-1 0478-79-2228
保育所 山倉保育園 （福）山倉福祉会 2890424 香取市新里977-1 0478-78-2804
保育所 ゆいまーる保育園 （福）日の出福祉会 2730864 船橋市北本町1-12-8 047-424-7711
保育所 ゆうゆう保育園 （福）鳳雄会 2840044 四街道市和良比686-1 043-308-3295
保育所 ゆりかご保育園 （福）長須賀保育園 2920054 木更津市長須賀1366 0438-23-2838
保育所 横芝光町白浜保育園 （福）白浜福祉会 2891726 山武郡横芝光町木戸3889 0479-84-2345
保育所 吉見光の子ﾓﾝﾃｯｿｰﾘ子どもの家 （福）恵泉福祉会 2850834 佐倉市吉見193-1 043-309-8372
保育所 四街道保育園 （福）慈照会 2840005 四街道市四街道3-10-9 043-422-2720
保育所 禮和保育園 （福）岐山会 2701101 我孫子市布佐1857-10 04-7189-0879
保育所 若芝保育園 （福）さわらび福祉会 2700021 松戸市小金原8-19-20 047-343-1762
保育所 若杉保育園 （福）関東福祉会 2891226 山武市横田172ｰ1 0475-80-9052
保育所 若葉高津保育園 （福）北蓮児童育成会 2760046 八千代市大和田新田76-18 047-450-5077
保育所 和光保育園 （福）わこう村 2930042 富津市小久保2209 0439-65-2772
保育所 わたぐも保育園 （福）福治会 2720004 市川市原木2-10-13 047-329-6006

児童福祉施設 青い鳥ホーム （福）千葉ベタニヤホーム 2730044 船橋市行田2-7-1 047-430-1225
児童福祉施設 旭ケ丘母子ホーム （福）千葉ベタニヤホーム 2640025 千葉市若葉区都賀1-1-1 043-231-4823
児童福祉施設 一宮学園 （福）児童愛護会 2994301 長生郡一宮町一宮389 0475-42-2069
児童福祉施設 恩寵園 （福）恩寵園 2740077 船橋市薬円台4-6-2 047-466-4020
児童福祉施設 香取学園 （福）香取学園 2890631 香取郡東庄町平山字法木作6番地9 0478-86-5851
児童福祉施設 螢雪学園 （福）螢雪学園 2850902 印旛郡酒々井町伊篠457-8 043-496-4008
児童福祉施設 国府台母子ホーム （福）千葉ベタニヤホーム 2720827 市川市国府台2-9-13 047-372-1473
児童福祉施設 こどもステーション菊間 （福）ききょう会 2900007 市原市菊間3260 0436-37-2600
児童福祉施設 こどもステーション三和 （福）ききょう会 2900207 市原市海士有木259 0436-37-0050
児童福祉施設 子ども未来ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰやちよ （福）鳳雄会 2760022 八千代市上高野157 047-409-5551
児童福祉施設 コミュニティ長柄 （福）共育の広場 2970234 長生郡長柄町長柄山741番10 0475-35-5361
児童福祉施設 子山こども家庭支援センター （福）チルドレンス・パラダイス 2980003 いすみ市深堀689-1 0470-63-1919
児童福祉施設 子山ホーム （福）チルドレンス・パラダイス 2980003 いすみ市深掘685 0470-62-2325
児童福祉施設 獅子吼園 （福）獅子吼園 2970074 茂原市小林546 0475-22-2397
児童福祉施設 障害児通所支援事業所 （福）大成会 2860114 成田市本城142-4 0476-37-3778
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児童福祉施設 聖愛乳児園 （福）チルドレンス・パラダイス 2994613 いすみ市岬町三門1483-5 0470-87-7550
児童福祉施設 そよかぜキッズ （福）佑啓会 2720024 市川市稲荷木1-14-1 047-712-6555
児童福祉施設 滝郷学園 （福）滝郷学園 2892602 旭市岩井704 0479-55-3027
児童福祉施設 多古新町ハウス （福）槇の実会 2892241 香取郡多古町多古2686-1 0479-70-6161
児童福祉施設 千葉県身体障害者福祉事業団 （福）千葉県身体障害者福祉事業団 2660005 千葉県千葉市緑区誉田町1-45-2 043-291-1831
児童福祉施設 東海学園 （福）東海学園 2892503 旭市江ケ崎1151 0479-62-0758
児童福祉施設 常盤平第三放課後児童クラブ （福）小金原福祉会 2702266 松戸市常盤平西窪町25-1 047-388-7724
児童福祉施設 乳児院エンジェルホーム （福）鳳雄会 2620013 千葉市花見川区犢橋町675 043-215-2155
児童福祉施設 乳児院ほうゆうベビーホーム （福）鳳雄会 2760022 八千代市上高野157 047-409-5550
児童福祉施設 根木内放課後児童クラブ （福）小金原福祉会 2700021 松戸市小金原2-3 047-345-0454
児童福祉施設 八ヶ崎第二放課後児童クラブ （福）小金原福祉会 2700023 松戸市八ケ崎3-3-1 047-341-8423
児童福祉施設 ひかりの子学園 （福）鉄研舎 2940223 館山市洲宮768-44 0470-28-2135
児童福祉施設 光の子児童センター （福）恵泉福祉会 2850854 佐倉市上座1148-1 043-462-2654
児童福祉施設 びっき （福）陽だまり 2990200 袖ケ浦市戸国飛地398-1 0438-40-5900
児童福祉施設 不二学園 （福）大成会 2860123 成田市新駒井野1-3 0476-35-2536
児童福祉施設 ふる里学舎　蔵波青年寮 （福）佑啓会 2990243 袖ケ浦市蔵波3312-1 0438-64-0890
児童福祉施設 ふる里学舎こども館 （福）佑啓会 2900265 市原市今富1110-1 0436-36-7611
児童福祉施設 ふる里学舎じどう館 （福）佑啓会 2990243 袖ケ浦市蔵波3312-1 0438-64-0890
児童福祉施設 ふる里学舎千倉 （福）佑啓会 2950004 南房総市千倉町瀬戸2421-2 0470-29-7788
児童福祉施設 平和園 （福）星光会 2900034 市原市島野735-1 0436-21-1674
児童福祉施設 房総双葉学園 （福）房総双葉学園 2630016 千葉市稲毛区天台3-4-1 043-251-2612
児童福祉施設 子ども未来ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ　ほうゆう （福）鳳雄会 2620013 千葉市花見川区犢橋町675 043-215-2001
児童福祉施設 ほうゆう・キッズホーム （福）鳳雄会 2620013 千葉市花見川区犢橋町675 043-215-2223
児童福祉施設 馬橋放課後児童クラブ （福）小金原福祉会 2710044 松戸市西馬橋1-12-1 047-344-9681
児童福祉施設 まんまる （福）心結会 2891733 山武郡横芝光町栗山4740 0479-85-6405
児童福祉施設 横須賀放課後児童クラブ （福）にじの会 2700032 松戸市新松戸北2-13-1 047-345-6164
児童福祉施設 ローゼンかみやま保育園 （福）千葉県福祉援護会 2730046 船橋市上山町2-288-1 047-406-6010
児童福祉施設 ローゼンそが保育園 （福）千葉県福祉援護会 2600822 千葉市中央区蘇我5-44-2 043-308-4110

各種団体 いちはら福祉ネット （福）ききょう会 2900074 市原市東国分寺台3-10-15-1F 0436-23-5300
各種団体 大成会 （福）大成会 2860122 成田市大清水206-1 0476-36-7006
各種団体 太陽会 （福）太陽会 2960124 鴨川市大幡1222-1 04-7098-3700
各種団体 千葉県共同募金会 （福）千葉県共同募金会 2600026 千葉市中央区千葉港4-3 043-245-1721
各種団体 千葉県高齢者福祉施設協会 （社）千葉県高齢者福祉施設協会 2600026 千葉市中央区千葉港4ｰ3 043-244-6021
各種団体 千葉県肢体不自由児協会 （財）千葉県肢体不自由児協会 2600026 千葉市中央区千葉港4-3 043-245-1732
各種団体 千葉県社会福祉事業共助会 （社）千葉県社会福祉事業共助会 2600026 千葉市中央区千葉港4-3 043-245-1729
各種団体 千葉県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ協会 千葉県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ協会 2630016 千葉市稲毛区天台6-5-1 043-253-6111
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各種団体 千葉県身体障害者福祉協会 （福）千葉県身体障害者福祉協会 2600026 千葉市中央区千葉港4-3 043-245-1746
各種団体 千葉県手をつなぐ育成会 千葉県手をつなぐ育成会 2600026 千葉市中央区千葉港4-3 043-246-2181
各種団体 千葉県民生委員児童委員協議会 （公財）千葉県民生委員児童委員協議会 2600026 千葉市中央区千葉港4-3 043-246-6011
各種団体 千葉県老人クラブ連合会 （公財）千葉県老人クラブ連合会 2600026 千葉市中央区千葉港4-3 043-242-4904
各種団体 千葉市老人クラブ連合会 （一社）千葉市老人クラブ連合会 2600844 千葉市中央区千葉寺町1208-2 043-262-1236
各種団体 中核地域生活支援ｾﾝﾀｰひだまり （福）太陽会 2940014 館山市山本1155 0470-28-5667
各種団体 （福）福祉共生会 （福）福祉共生会 2740073 船橋市田喜野井2-18-3-201 047-476-8583
各種団体 福祉総合相談ｾﾝﾀｰ･天津小湊 （福）太陽会 2995503 鴨川市天津163-1 04-7094-5800

社　協 （福）大多喜町社会福祉協議会 （福）大多喜町社会福祉協議会 2980216 夷隅郡大多喜町大多喜486-10 0470-82-4969
社　協 旭市社会福祉協議会 （福）旭市社会福祉協議会 2892712 旭市横根3520 0479-57-5577
社　協 我孫子市社会福祉協議会 （福）我孫子市社会福祉協議会 2701166 我孫子市我孫子1861 04-7184-1539
社　協 いすみ市社会福祉協議会 （福）いすみ市社会福祉協議会 2994621 いすみ市岬町東中滝７２０番地１ 0470-87-8857
社　協 市川市社会福祉協議会 （福）市川市社会福祉協議会 2720026 市川市東大和田1-2-10 047-320-4001
社　協 一宮町社会福祉協議会 （福）一宮町社会福祉協議会 2994301 長生郡一宮町一宮1865 0475-42-3424
社　協 市原市社会福祉協議会 （福）市原市社会福祉協議会 2900075 市原市南国分寺台4-1-4 0436-24-0011
社　協 印西市社会福祉協議会 （福）印西市社会福祉協議会 2701325 印西市竹袋614-9 0476-42-0294
社　協 浦安市社会福祉協議会 （福）浦安市社会福祉協議会 2790042 浦安市東野1-7-1 047-355-5271
社　協 大網白里市社会福祉協議会 （福）大網白里市社会福祉協議会 2993251 大網白里市大網131-2 0475-72-1995
社　協 御宿町社会福祉協議会 （福）御宿町社会福祉協議会 2995102 夷隅郡御宿町久保1135-1 0470-68-6725
社　協 柏市社会福祉協議会 （福）柏市社会福祉協議会 2770005 柏市柏5-11-8 04-7163-9000
社　協 香取市社会福祉協議会 （福）香取市社会福祉協議会 2870001 香取市佐原ロ2116-1 0478-54-4410
社　協 鴨川市社会福祉協議会 （福）鴨川市社会福祉協議会 2960033 鴨川市八色887-1 04-7093-0606
社　協 君津市社会福祉協議会 （福）君津市社会福祉協議会 2991152 君津市久保3-1-1 0439-57-2250
社　協 鋸南町社会福祉協議会 （福）鋸南町社会福祉協議会 2991902 安房郡鋸南町保田560 0470-50-1174
社　協 九十九里町社会福祉協議会 （福）九十九里町社会福祉協議会 2830104 山武郡九十九里町片貝2910 0475-70-3163
社　協 神崎町社会福祉協議会 （福）神崎町社会福祉協議会 2890221 香取郡神崎町神崎本宿96 0478-72-4031
社　協 佐倉市社会福祉協議会 （福）佐倉市社会福祉協議会 2850013 佐倉市海隣寺町87 043-484-6197
社　協 山武市社会福祉協議会 （福）山武市社会福祉協議会 2891306 山武市白幡1627 0475-82-7102
社　協 酒々井町社会福祉協議会 （福）酒々井町社会福祉協議会 2850922 印旛郡酒々井町中央台4-11 043-496-6635
社　協 芝山町社会福祉協議会 （福）芝山町社会福祉協議会 2891604 山武郡芝山町飯櫃126-1 0479-78-0850
社　協 白子町社会福祉協議会 （福）白子町社会福祉協議会 2994218 長生郡白子町関92 0475-33-5746
社　協 白井市社会福祉協議会 （福）白井市社会福祉協議会 2701492 千葉県白井市復1123 047-492-5713
社　協 匝瑳市社会福祉協議会 （福）匝瑳市社会福祉協議会 2893182 匝瑳市今泉6491-1 0479-67-5200
社　協 多古町社会福祉協議会 （福）多古町社会福祉協議会 2892241 香取郡多古町多古777-1 0479-76-5940
社　協 館山市社会福祉協議会 （福）館山市社会福祉協議会 2940045 館山市北条402 0470-23-5068
社　協 千葉県社会福祉協議会 （福）千葉県社会福祉協議会 2608508 千葉県千葉市中央区千葉港4-3 043-245-1101

8 / 24 ページ



施設・団体名簿

業種名称 施設名漢字 法人名漢字 郵便番号 住所１ 電話番号
社　協 長生村社会福祉協議会 （福）長生村社会福祉協議会 2994345 長生郡長生村本郷1-77 0475-32-3391
社　協 長南町社会福祉協議会 （福）長南町社会福祉協議会 2970121 長生郡長南町長南2110 0475-46-3391
社　協 東金市社会福祉協議会 （福）東金市社会福祉協議会 2830005 東金市田間３丁目９番地１ 0475-52-5198
社　協 東庄町社会福祉協議会 （福）東庄町社会福祉協議会 2890612 香取郡東庄町石出2692-4 0478-86-4714
社　協 富里市社会福祉協議会 （福）富里市社会福祉協議会 2860221 富里市七栄653-2 0476-92-2451
社　協 長柄町社会福祉協議会 （福）長柄町社会福祉協議会 2970218 長生郡長柄町桜谷712 0475-30-7200
社　協 習志野市社会福祉協議会 （福）習志野市社会福祉協議会 2750025 習志野市秋津3-4-1 047-452-4161
社　協 成田市社会福祉協議会 （福）成田市社会福祉協議会 2860017 成田市赤坂1-3-1 0476-27-7755
社　協 松戸市社会福祉協議会 （福）松戸市社会福祉協議会 2710094 松戸市上矢切299-1 047-368-0503
社　協 南房総市社会福祉協議会 （福）南房総市社会福祉協議会 2940813 南房総市谷向109-1 0470-29-3729
社　協 睦沢町社会福祉協議会 （福）睦沢町社会福祉協議会 2994403 長生郡睦沢町上市場９２１-1 0475-44-2514
社　協 茂原市社会福祉協議会 （福）茂原市社会福祉協議会 2970022 茂原市町保13-20 0475-23-1969
社　協 八千代市社会福祉協議会 （福）八千代市社会福祉協議会 2760046 八千代市大和田新田312-5 047-483-3021
社　協 横芝光町社会福祉協議会 （福）横芝光町社会福祉協議会 2891727 山武郡横芝光町宮川11902 0479-80-3611

医療施設 九十九里ホーム　法人本部 （福）九十九里ホーム 2892147 匝瑳市飯倉21 0479-72-1400
医療施設 九十九里ホーム病院 （福）九十九里ホーム 2892147 匝瑳市飯倉21番地 0479-72-1131

老人福祉施設 （特養）藹藹 （福）友愛福祉会 2890617 香取郡東庄町羽計2189-13 0478-86-4719
老人福祉施設 あいあいハイム （福）志真会 2991127 君津市郡2-7-10 0439-55-1271
老人福祉施設 （特養）愛恵苑 （福）愛恵会 2994623 いすみ市岬町中滝1692-3 0470-87-8861
老人福祉施設 居宅介護支援センター　愛恵苑 （福）愛恵会 2994623 いすみ市岬町中滝1692番地3 0470-87-8933
老人福祉施設 （特養）愛生苑 （福）愛生会 2760047 八千代市吉橋1059-17 047-459-8887
老人福祉施設 ｹｱﾊｳｽ　赤かぶ園 （福）萩会 2600804 千葉市中央区赤井町33-1 043-261-1113
老人福祉施設 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ　赤かぶ園 （福）萩会 2600804 千葉市中央区赤井町33-1 043-261-1113
老人福祉施設 赤かぶ園　四街道 （福）萩会 2840011 四街道市亀崎1260-12 043-304-1866
老人福祉施設 あかしや （福）康徳会 2750001 習志野市東習志野3-12-1 047-475-3030
老人福祉施設 （特養）アクイール （福）アコモード 2701137 我孫子市岡発戸1498 04-7165-6511
老人福祉施設 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰアクイール （福）アコモード 2701137 我孫子市岡発戸1498 04-7165-6511
老人福祉施設 ﾕﾆｯﾄ型（特養）アクイール （福）アコモード 2701137 我孫子市岡発戸1498 04-7165-6511
老人福祉施設 （特養）アコモード （福）アコモード 2701101 我孫子市布佐1559-2 04-7189-5201
老人福祉施設 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ アコモード （福）アコモード 2701101 我孫子市布佐1559-2 04-7189-5201
老人福祉施設 ｱｺﾓｰﾄﾞ　ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ （福）アコモード 2701101 我孫子市布佐1559-2 04-7189-5201
老人福祉施設 ｱｺﾓｰﾄﾞ指定居宅介護支援事業所 （福）アコモード 2701101 我孫子市布佐1559-2 04-7181-6200
老人福祉施設 浅井小向デイサービスえん （福）ききょう会 2900251 市原市浅井小向125-1 0436-67-1005
老人福祉施設 （特養）あさひ園 （福）旭会 2840022 四街道市山梨1488-1 043-432-6382
老人福祉施設 （特養）あざみ苑 （福）流山あけぼの会 2700135 流山市野々下2-488-5 04-7141-2200

9 / 24 ページ



施設・団体名簿

業種名称 施設名漢字 法人名漢字 郵便番号 住所１ 電話番号
老人福祉施設 （特養）飛鳥晴山苑 （福）晴山会 1140024 北区西ケ原4-51-1 03-3940-9171
老人福祉施設 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ　アスカみずき （福）みずき会 2740822 船橋市飯山満町1-206 047-460-6526
老人福祉施設 （特養）あすみの丘 （福）勝曼会 2840001 四街道市大日1623-1 043-421-5188
老人福祉施設 アゼリアガーデン （福）八千代美香会 2760028 八千代市村上1248-6 047-484-2115
老人福祉施設 我孫子南地区地域包括支援ｾﾝﾀｰ （福）アコモード 2701153 我孫子市緑1-4-5 04-7199-8311
老人福祉施設 あんしんケアセンター稲毛 （福）千葉県福祉援護会 2630031 千葉市稲毛区稲毛東3-6-28 043-216-2831
老人福祉施設 あんしんｹｱｾﾝﾀｰこてはし台 （福）晴山会 2620005 千葉市花見川区こてはし台5-1-16 043-258-8750
老人福祉施設 あんしんケアセンター桜木 （福）三育ライフ 2640020 千葉市若葉区貝塚2-21-19 043-214-1841
老人福祉施設 あんしんｹｱｾﾝﾀｰ花見川 （福）晴山会 2620046 千葉市花見川区花見川3-19-105 043-250-1701
老人福祉施設 あんしんｹｱｾﾝﾀｰ浜野 （福）千葉県福祉援護会 2600824 千葉市中央区浜野町891 043-305-0102
老人福祉施設 （特養）アンスリール （福）神聖会 2701416 白井市神々廻1889-2 047-404-6700
老人福祉施設 （特養）いすみ苑 （福）広寿会 2980105 いすみ市能実615 0470-86-5560
老人福祉施設 （特養）一宮苑 （福）児童愛護会 2994301 長生郡一宮町一宮389 0475-42-1180
老人福祉施設 （福）市原うぐいす会 （福）市原うぐいす会 2900167 市原市喜多890-1 0436-76-8838
老人福祉施設 （特養）市原園 （福）昭和村 2900549 市原市万田野732-6 0436-96-1148
老人福祉施設 市原園在宅介護支援ｾﾝﾀｰ （福）昭和村 2900549 市原市万田野732-6 0436-96-1148
老人福祉施設 市原園デイサービスセンター （福）昭和村 2900549 市原市万田野732番地6 0436-96-1148
老人福祉施設 （特養）一倫荘 （福）煌徳会 2620004 千葉市花見川区大日町1492-2 043-257-7000
老人福祉施設 （特養）いなげ一倫荘 （福）煌徳会 2630035 千葉市稲毛区稲毛町5-87-1 043-204-8880
老人福祉施設 稲毛グループホーム （福）うぐいす会 2630051 千葉市稲毛区園生町153-1 043-207-6556
老人福祉施設 （特養）印旛晴山苑 （福）晴山会 2701612 印西市大廻187 0476-99-2522
老人福祉施設 （福）うぐいす会 （福）うぐいす会 2600808 千葉市中央区星久喜町930-1 043-293-0088
老人福祉施設 浦安駅前高齢者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ （福）茂原高師保育園 2790004 浦安市猫実4-19-24 047-381-7803
老人福祉施設 （福）栄興会 （福）栄興会 2701121 我孫子市中峠2473 04-7188-6261
老人福祉施設 （特養）エコトピア酒々井 （福）鼎 2850926 印旛郡酒々井町本佐倉352-2 043-496-1910
老人福祉施設 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　ｴｺﾄﾋﾟｱ酒々井 （福）鼎 2850926 印旛郡酒々井町本佐倉352-2 043-496-1910
老人福祉施設 ｹｱﾊｳｽ　ｴｺﾄﾋﾟｱ酒々井 （福）鼎 2850926 印旛郡酒々井町本佐倉352-2 043-496-1910
老人福祉施設 居宅介護支援ｾﾝﾀｰ　ｴｺﾄﾋﾟｱ酒々井 （福）鼎 2850926 印旛郡酒々井町本佐倉352-2 043-496-1910
老人福祉施設 訪問介護　ｴｺﾄﾋﾟｱ酒々井 （福）鼎 2850926 印旛郡酒々井町本佐倉352-2 043-496-1910
老人福祉施設 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　エンゼルハート （福）慈生会 2860101 成田市十余三59-515 0476-36-2611
老人福祉施設 デイサービスセンター　おかげさま （福）おかげさま 2950012 南房総市千倉町南朝夷1661 0470-44-6600
老人福祉施設 ケアプランセンター　おかげさま （福）おかげさま 2950012 南房総市千倉町南朝夷1661 0470-44-5577
老人福祉施設 （特養）オレンジガーデン （福）康和会 2740816 船橋市芝山7-41-2 047-461-5356
老人福祉施設 ｹｱﾊｳｽ ガーデンカルミア （福）清明会 2760004 八千代市島田台1002-6 047-488-6610
老人福祉施設 介護老人福祉施設　両総 （福）緑海会 2830066 東金市南上宿８-２ 0475-55-2700
老人福祉施設 地域密着型ｹｱｾﾝﾀｰ　かえで （福）穏寿会 2660003 千葉市緑区高田町1084-2 043-292-2673
老人福祉施設 ｹｱﾊｳｽ かがやきの郷 （福）かずさ萬燈会 2920026 木更津市井尻951 0438-97-2721
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老人福祉施設 かがやきの郷福楽園 （福）江戸川豊生会 2750001 習志野市東習志野1-1-20 047-409-5701
老人福祉施設 （特養）上総園 （福）芙蓉会 2920503 君津市広岡375 0439-50-7211
老人福祉施設 （特養）勝浦総野園 （福）さくら会 2995212 勝浦市蟹田88 0470-77-0005
老人福祉施設 （特養）勝浦裕和園 （福）穏寿会 2995201 勝浦市市野郷230-1 0470-77-1321
老人福祉施設 （特養）かとりの郷福楽園 （福）江戸川豊生会 2890349 香取市内野448-1 0478-79-7272
老人福祉施設 かとりの郷福楽園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ （福）江戸川豊生会 2890349 香取市内野448-1 0478-79-7272
老人福祉施設 （老保）カトレアンホーム （福）さつき会 2990243 袖ケ浦市蔵波2713-1 0438-63-1021
老人福祉施設 （特養）かなめ一倫荘 （福）煌徳会 2600017 千葉市中央区要町1-2 043-445-8610
老人福祉施設 金谷温淸会 （福）金谷温淸会 2991861 富津市金谷1912番地の2 0439-69-8400
老人福祉施設 （福）希桜会 （福）希桜会 2640035 千葉市若葉区東寺山町2-6 043-255-7335
老人福祉施設 木更津南清苑 （福）慈心会 2920035 木更津市中尾623-1 0438-30-9611
老人福祉施設 （特養）菊華園 （福）神聖会 2701416 白井市神々廻1030 047-492-8111
老人福祉施設 菊華園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ （福）神聖会 2701416 白井市神々廻1030 047-492-8111
老人福祉施設 ｹｱﾊｳｽ 菊華園 （福）神聖会 2701416 白井市神々廻1030 047-492-8111
老人福祉施設 （特養）菊華園（ユニット） （福）神聖会 2701416 白井市神々廻1030 047-492-8111
老人福祉施設 菊華園居宅介護支援ｾﾝﾀｰ （福）神聖会 2701416 白井市神々廻1889-2 047-492-8111
老人福祉施設 （特養）季美の森 （福）清規会 2993241 大網白里市季美の森南1-30-8 0475-71-2202
老人福祉施設 共生ホーム　たけんこ （福）つばさ 2980025 いすみ市山田5897 0470-66-2312
老人福祉施設 （特養）久遠苑 （福）瑞邦会 2701123 我孫子市日秀２０８番地 04-7187-3141
老人福祉施設 九十九里ﾎｰﾑ飯倉駅前（特養）ｼｵﾝ （福）九十九里ホーム 2892147 匝瑳市飯倉95-1 0479-85-8810
老人福祉施設 九十九里ﾎｰﾑ山田特養 （福）九十九里ホーム 2890425 香取市大角1545-16 0478-70-7171
老人福祉施設 ｹｱﾊｳｽ　楠の木ホーム （福）児童愛護会 2994301 長生郡一宮町一宮389 0475-42-1183
老人福祉施設 ｹｱﾊｳｽ くつろぎの里 （福）清明会 2850841 佐倉市下志津522 043-462-2941
老人福祉施設 （特養）グランモア和光苑 （福）和光会 2990118 市原市椎津5-1 0436-62-6008
老人福祉施設 （特養）グリーン・ヒル （福）翠燿会 2760022 八千代市上高野字相野2058-5 047-484-6111
老人福祉施設 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾚｽ （福）長須賀保育園 2920054 木更津市長須賀1305-2 0438-22-6611
老人福祉施設 ｹｱﾊｳｽ グリーンパレス （福）長須賀保育園 2920054 木更津市長須賀1305-1 0438-22-0888
老人福祉施設 ｹｱﾊｳｽ・グリーンユーワ （福）穏寿会 2660003 千葉市緑区高田町1060-108 043-300-4881
老人福祉施設 グループホームアンダンテ （福）アコモード 2701101 我孫子市布佐1152-1 04-7189-4151
老人福祉施設 （特養）恵光園 （福）天光会 2650064 千葉市若葉区大広町252-4 043-292-6220
老人福祉施設 ｹｱﾊｳｽ 恵光園 （福）天光会 2650064 千葉市若葉区大広町252-4 043-292-6220
老人福祉施設 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 恵光園 （福）天光会 2650064 千葉市若葉区大広町252-4 043-292-6220
老人福祉施設 （特養）恵光園ｼｬｲﾆｰ中央 （福）天光会 2600808 千葉市中央区星久喜町３６ 043-308-4812
老人福祉施設 （軽費）渓泉荘 （福）昭和村 2900549 市原市万田野732-6 0436-96-1112
老人福祉施設 恵天堂特別養護老人ホーム （福）愛仁会 2892612 旭市蛇園2532 0479-55-3100
老人福祉施設 （福）慶美会 （福） 慶美会 2720802 市川市柏井町4-314 047-337-1231
老人福祉施設 小糸・清和地域包括支援ｾﾝﾀｰ （福）志真会 2991106 君津市中島262-2 0439-27-1221
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老人福祉施設 （福）光正会 （福）光正会 2970134 長生郡長南町芝原3050番地 0475-47-1313
老人福祉施設 （特養）光風荘 （福）青翠会 2994102 茂原市御蔵芝39-1 0475-34-9100
老人福祉施設 光楽園養護老人ホーム （福）光楽園 2891726 山武郡横芝光町木戸9628番地9 0479-84-0148
老人福祉施設 （特養）コート・エミナース （福）寿陽会 2891123 八街市滝台739-2 043-445-6315
老人福祉施設 木もれ陽の郷 （福）善憐会 2600803 千葉市中央区花輪町100-1 043-310-6612
老人福祉施設 （特養）栄白翠園 （福）誠友会 2701513 印旛郡栄町酒直1335 0476-95-8941
老人福祉施設 （特養）さくら苑 （福）佐倉厚生会 2850025 佐倉市鏑木町346 043-486-5050
老人福祉施設 （特養）佐倉白翠園 （福）誠友会 2850004 佐倉市岩名1011 043-486-8941
老人福祉施設 佐倉白翠園地域包括支援センター （福）誠友会 2850005 佐倉市宮前3-12-1 043-488-5151
老人福祉施設 さくら福寿苑 （福）千手会 2850852 佐倉市青菅字木ノ宮1053 043-488-5758
老人福祉施設 さざなみ苑 （福）恒久福祉会 2920008 木更津市中島字呑堀2357-1 0438-41-7294
老人福祉施設 （特養）さざんか園 （福）恵和会 2880825 銚子市新町959-4 0479-23-8050
老人福祉施設 さとのデイサービスセンター （福）長須賀保育園 2920816 木更津市下烏田893 0438-38-4825
老人福祉施設 （特養）サニーヒル （福）慈協会 2990242 袖ケ浦市久保田857-9 0438-63-0032
老人福祉施設 （特養）更科ホーム （福）慈心会 2650073 千葉市若葉区更科町2593-2 043-239-0221
老人福祉施設 ｹｱﾊｳｽ　サンエンゼルコート （福）慈生会 2860101 成田市十余三59-515 0476-36-2811
老人福祉施設 ｹｱﾊｳｽ　サンシャイン （福）陽光会 2710043 松戸市旭町2-270-1 047-374-6211
老人福祉施設 サンパティオ （福）陽光会 2710043 松戸市旭町2-271-2 047-710-4186
老人福祉施設 ｹｱﾊｳｽ サンライズ流山 （福）流山あけぼの会 2700135 流山市野々下2-488-6 04-7141-2255
老人福祉施設 （特養）サンライズビラ （福）花和会 2640016 千葉市若葉区大宮町2107 043-266-2111
老人福祉施設 ｹｱﾊｳｽ　シオン （福）豊富福祉会 2740053 船橋市豊富町659-3 047-456-2227
老人福祉施設 酒々井町地域包括支援センター （福）鼎 2850922 印旛郡酒々井町中央台4-11 043-481-6393
老人福祉施設 （特養）実恵園 （福）豊裕会 2994113 茂原市法目2672-1 0475-34-5808
老人福祉施設 （福）慈徳会 （福）慈徳会 2890601 香取郡東庄町笹川い4714-188 0478-79-5800
老人福祉施設 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ シャローム若葉 （福）三育ライフ 2640028 千葉市若葉区桜木5-15-1 043-234-5111
老人福祉施設 淑徳共生苑 （福）淑徳福祉会 2600813 千葉市中央区生実町2407-1 043-265-5526
老人福祉施設 （特養）松丘園 （福）九十九里ホーム 2892147 匝瑳市飯倉17-1 0479-73-2115
老人福祉施設 （特養）松寿園 （福）六高台福祉会 2702203 松戸市六高台2-19-2 047-386-6357
老人福祉施設 （特養）昌晴園 （福）孝明会 2650053 千葉市若葉区野呂町736-1 043-228-1711
老人福祉施設 （特養）沼風苑 （福）沼風会 2770912 柏市箕輪585 04-7160-6800
老人福祉施設 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　沼風苑 （福）沼風会 2770912 柏市箕輪585 04-7160-6800
老人福祉施設 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ沼風苑 （福）沼風会 2770912 柏市箕輪585 04-7160-6800
老人福祉施設 沼風苑 指定居宅介護支援事業所 （福）沼風会 2770912 柏市箕輪585 04-7160-6800
老人福祉施設 （特養）沼風苑新館 （福）沼風会 2770912 柏市箕輪585 04-7160-6800
老人福祉施設 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰしらぎく園 （福）むつみ会 2720833 市川市東国分1-21-22 047-371-4943
老人福祉施設 （養）白鷺園 （福）江戸川豊生会 2750014 習志野市鷺沼3-6-44 047-452-2462
老人福祉施設 白鷺園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ （福）江戸川豊生会 2750014 習志野市鷺沼3-6-44 047-452-2462
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老人福祉施設 （特養）シルバーガーデン （福）徳寿会 2980016 いすみ市新田若山深堀入会地9 0470-62-8855
老人福祉施設 白井中央地域包括支援センター （福）神聖会 2701416 白井市神々廻1030 047-492-8111
老人福祉施設 （特養）新柏ｳﾞｨｳﾞｧﾝﾎｰﾑ （福）新柏会 2770085 柏市中原1815-5 04-7168-5001
老人福祉施設 （特養）新千葉一倫荘 （福）煌徳会 2600031 千葉市中央区新千葉3-10-20 043-243-0888
老人福祉施設 新町ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ玲光苑 （福）豊立会 2860031 成田市新町1037-63 0476-23-7158
老人福祉施設 （特養）水都苑 （福）国寿会 2890313 香取市小見川676-2 0478-82-3388
老人福祉施設 （特養）晴山苑 （福）晴山会 2620042 千葉市花見川区花島町149-1 043-250-7351
老人福祉施設 （老保）晴山苑 （福）晴山会 2620042 千葉市花見川区花島町149-1 043-250-7352
老人福祉施設 ｹｱﾊｳｽ　晴山苑 （福）晴山会 2620042 千葉市花見川区花島町149-1 043-250-7351
老人福祉施設 （特養）青松苑 （福）緑海会 2891301 山武市木戸848 0475-84-2131
老人福祉施設 （福）聖心会 （福）聖心会 2702251 松戸市金ケ作296-1 047-385-2220
老人福祉施設 （特養）清流園 （福）清流会 2900174 市原市勝間下五反目337-2 0436-75-6666
老人福祉施設 （特養）せせらぎ （福）春喜会 2994404 長生郡睦沢町北山田724-1 0475-40-3001
老人福祉施設 千の風・川崎 （福）健仁会 2120003 川崎市幸区小向町15-25 044-520-1033
老人福祉施設 千の風・河内 （福）健仁会 3001331 稲敷郡河内町生坂4627 0297-60-4166
老人福祉施設 （特養）千の風・清澄 （福）健仁会 2995503 鴨川市天津3466番地 04-7099-5611
老人福祉施設 （特養）袖ケ浦菜の花苑 （福）さつき会 2990257 袖ケ浦市神納4181-20 0438-62-6151
老人福祉施設 袖ヶ浦瑞穂特別養護老人ホーム （福）瑞光会 2990211 袖ケ浦市野里1452-4 0438-60-5566
老人福祉施設 （特養）外房 （福）外房 2995102 夷隅郡御宿町久保字二本木796 0470-68-5800
老人福祉施設 （特養）空 （福）寿陽会 2891115 八街市八街ほ208-23 043-440-3965
老人福祉施設 （特養）ソレイユ千葉北 （福）高徳会 2630001 千葉市稲毛区長沼原町250 043-286-5300
老人福祉施設 （特養）第二松丘園 （福）九十九里ホーム 2891727 山武郡横芝光町宮川12103番地1 0479-84-3969
老人福祉施設 （特養）第二みどりの郷 （福）江戸川豊生会 1320013 江戸川区江戸川2-29-5 03-5664-2029
老人福祉施設 （特養）第二南花園 （福）貴陽福祉会 2702221 松戸市紙敷1186-8 047-392-3336
老人福祉施設 （特養）第２ﾜｰﾙﾄﾞﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ （福）清和会 2740822 船橋市飯山満町2-518-1 047-461-9111
老人福祉施設 （介護老保）たいよう （福）太陽会 2960043 鴨川市西町1011-1 04-7093-7711
老人福祉施設 （特養）太陽の家 （福）滋生福祉会 2892101 匝瑳市春海6387 0479-72-2041
老人福祉施設 （特養）高滝神明の里 （福）加茂つくし会 2900559 市原市駒込196-1 0436-98-1900
老人福祉施設 たか音の杜 （福）秀心会 2740065 船橋市高根台2-10-30 047-468-8808
老人福祉施設 ｹｱﾊｳｽ 辰巳彩風苑 （福）琢心会 2900178 市原市神崎263-1 0436-75-2266
老人福祉施設 （特養）辰巳萬緑苑 （福）琢心会 2900178 市原市神崎263-1 0436-75-2251
老人福祉施設 館山特別養護老人ホーム （福）館山老人ホーム 2940054 館山市湊373 0470-23-4831
老人福祉施設 館山養護老人ホーム （福）館山老人ホーム 2940054 館山市湊373 0470-22-0231
老人福祉施設 （福）多宝会 （福）多宝会 2920814 木更津市八幡台4-6-16 0438-53-8111
老人福祉施設 （福）地域福祉の会 （福）地域福祉の会 2990111 市原市姉崎2580-1 0436-63-6605
老人福祉施設 （福）千歳会 （福）千歳会 2850836 佐倉市生谷75番地10 043-464-1577
老人福祉施設 （特養）ちば美香苑 （福）八千代美香会 2650065 千葉市若葉区佐和町322-88 043-228-3848
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老人福祉施設 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ茶ノ木台くらぶ （福）茶ノ木台くらぶ 2980025 いすみ市山田6033-2 0470-60-6500
老人福祉施設 （特養）茶ノ木台くらぶ （福）茶ノ木台くらぶ 2980025 いすみ市山田6033-3 0470-60-6660
老人福祉施設 居宅介護支援事業所茶ノ木台くらぶ （福）茶ノ木台くらぶ 2980025 いすみ市山田6033-2 0470-62-5240
老人福祉施設 ｹｱﾎｰﾑ茶ノ木台くらぶ （福）茶ノ木台くらぶ 2980025 いすみ市山田6041-1 0470-60-6050
老人福祉施設 （特養）長寿園 （福）浅間の杜 2860804 成田市長沼字長津1600 0476-37-1061
老人福祉施設 （特養）長生苑 （福）健寿会 2994104 茂原市南吉田4061-1 0475-30-9777
老人福祉施設 （養）長生共楽園 （福）長生共楽園 2970035 茂原市下永吉2812 0475-24-2207
老人福祉施設 （特養）長生共楽園 （福）長生共楽園 2970035 茂原市下永吉2812 0475-22-1888
老人福祉施設 （特養）九十九荘 （福）清郷会 2860215 富里市立沢新田192-16 0476-91-1231
老人福祉施設 （特養）つつじ苑 （福）さつき会 2930005 富津市上飯野1426-3 0439-87-6101
老人福祉施設 老人福祉センター　つつじ荘 （福）アコモード 2701121 我孫子市中峠2607 04-7188-0123
老人福祉施設 （特養）つばさ （福）志真会 2991133 君津市貞元510 0439-55-2222
老人福祉施設 （特養）つぼい愛の郷 （福）秀心会 2740062 船橋市坪井町146-1 047-404-4862
老人福祉施設 （特養）でいご （福）流山あけぼの会 2700102 流山市こうのす台634-1 04-7153-3377
老人福祉施設 デイサービスセンター　愛恵苑 （福）愛恵会 2994623 いすみ市岬町中滝1692-3 0470-87-8861
老人福祉施設 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ第二グリーンパレス （福）長須賀保育園 2920054 木更津市長須賀1329 0438-25-2900
老人福祉施設 （特養）桐花園 （福）愛寿会 2620032 千葉市花見川区幕張町3-2362-2 043-213-3881
老人福祉施設 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　桐花園 （福）愛寿会 2620032 千葉市花見川区幕張町3-2362-2 043-213-3881
老人福祉施設 ｹｱﾊｳｽ　桐花園 （福）愛寿会 2620032 千葉市花見川区幕張町3-2362-2 043-213-3881
老人福祉施設 （特養）東総あやめ苑 （福）東総あやめ会 2870003 香取市佐原イ1257-1 0478-52-1151
老人福祉施設 東部デイサービスセンター （福）豊立会 2750004 習志野市屋敷4-6-6 047-493-8021
老人福祉施設 （特養）トータス （福）鶴心会 2900512 市原市鶴舞559-1 0436-50-6161
老人福祉施設 地域包括支援センター　トータス （福）鶴心会 2900512 市原市鶴舞733-2 0436-50-6262
老人福祉施設 トータス居宅介護支援事業所 （福）鶴心会 2900512 市原市鶴舞733-2 0436-50-6511
老人福祉施設 （特養）ときわ園 （福）常盤会 2660004 千葉市緑区平川町1731 043-291-2788
老人福祉施設 （特養）とどろき一倫荘 （福）煌徳会 2630021 千葉市稲毛区轟町5-2-1 043-307-8301
老人福祉施設 （特養）中郷記念館 （福）かずさ萬燈会 2920026 木更津市井尻951 0438-97-2721
老人福祉施設 （特養）中野園 （福）高砂会 2650051 千葉市若葉区中野町2148-6 043-228-3555
老人福祉施設 （特養）長柄園 （福）恵洋会 2970213 長生郡長柄町徳増659-1 0475-36-3377
老人福祉施設 （特養）菜の花園 （福）葉寿会 2640016 千葉市若葉区大宮町1621 043-209-9235
老人福祉施設 （特養）習志野偕生園 （福）旭悠会 2750005 習志野市新栄1-10-2 047-476-5122
老人福祉施設 （特養）南生苑 （福）南生会 2740061 船橋市古和釜町430-1 047-457-8660
老人福祉施設 西白井駅前地域包括支援ｾﾝﾀｰ （福）神聖会 2701435 白井市清水口1-2-1 047-497-5170
老人福祉施設 ｹｱﾊｳｽ 日夕苑 （福）清心会 2990105 市原市柏原271-1 0436-61-8600
老人福祉施設 （福）根木内福祉会 （福）根木内福祉会 2700011 松戸市根木内161 047-342-0017
老人福祉施設 （特養）ﾊｰﾄｳﾞｨﾚｯﾁﾞ （福）龍心会 2701354 印西市武西1269-1 0476-47-1122
老人福祉施設 （福）梅香会 （福）梅香会 2920812 木更津市矢那字天神前3731番2 0438-52-3222
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老人福祉施設 （特養）バウムあすみの丘 （福）勝曼会 2640021 千葉市若葉区若松町88-1 043-312-8880
老人福祉施設 （特養）白寿園 （福）李白会 2890501 旭市清和乙20-1 0479-68-3311
老人福祉施設 （軽費）はつらつの里 （福）はつらつの里 2650046 千葉市若葉区小間子町4-6 043-239-0100
老人福祉施設 ｹｱﾊｳｽ　はつらつ浜野 （福）はつらつの里 2600824 千葉市中央区浜野町338-1 043-209-6811
老人福祉施設 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ　はつらつ宮の原 （福）はつらつの里 2891124 八街市山田台宮ノ原966番地2 043-440-5188
老人福祉施設 （介護老保）はつらつﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ （福）はつらつの里 2650046 千葉市若葉区小間子町3-132 043-239-8282
老人福祉施設 （特養）はなみずき （福）清明会 2760004 八千代市島田台998-4 047-480-5050
老人福祉施設 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ はなみずき （福）うぐいす会 2670055 千葉市緑区越智町747-92 043-205-9511
老人福祉施設 （特養）はまなす苑 （福）流山あけぼの会 2700102 流山市こうのす台269-1 04-7155-2222
老人福祉施設 （特養）はまひるがお （福）優愛会 2994212 長生郡白子町古所5421-1 0475-30-2755
老人福祉施設 老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ はるかぜ園 （福）茂原高師保育園 2970029 茂原市高師864-1 0475-24-4463
老人福祉施設 ケアハウス　びおとーぷ （福）共生会 2970121 長生郡長南町長南1471 0475-46-4111
老人福祉施設 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　びおとーぷ （福）共生会 2970121 長生郡長南町長南1471 0475-46-4111
老人福祉施設 （特養）東松戸ヒルズ （福）陽光会 2702221 松戸市紙敷字薄浦1065-4 047-312-8633
老人福祉施設 （養）ひかり隣保館 （福）千葉県厚生事業団 2770872 柏市十余二175-42 04-7131-6600
老人福祉施設 （特養）ひかり隣保館 （福）千葉県厚生事業団 2770872 柏市十余二175-42 04-7131-2914
老人福祉施設 （特養）美香苑 （福）八千代美香会 2760028 八千代市村上641 047-482-8670
老人福祉施設 （特養）ひばりの郷 （福）定山会 2760045 八千代市大和田53 047-481-5566
老人福祉施設 ｹｱﾊｳｽ　向日葵 （福）清明会 2900216 市原市二日市場774-1 0436-36-1600
老人福祉施設 （養）ひまわり苑 （福）江戸川豊生会 2870011 香取市津宮4102 0478-57-2960
老人福祉施設 ひまわり苑デイサービスセンター （福）江戸川豊生会 2870011 香取市津宮4102 0478-57-2960
老人福祉施設 ひまわりの丘 （福）松栄会 2702218 松戸市五香西5-19-8 047-311-2100
老人福祉施設 日向の里 （福）九十九里ホーム 2891212 山武市木原2100番地 0475-88-1980
老人福祉施設 （特養）福寿園 （福）福寿会 2780007 野田市金杉2325-1 04-7125-8871
老人福祉施設 （特養）福楽園 （福）江戸川豊生会 3112435 潮来市上戸1921-1 0299-64-6767
老人福祉施設 福楽園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ通所介護事業 （福）江戸川豊生会 3112435 潮来市上戸1921-1 0299-64-6767
老人福祉施設 布佐・新木地区地域包括支援ｾﾝﾀｰ （福）アコモード 2701108 我孫子市布佐平和台4-1-1 04-7189-0294
老人福祉施設 （特養）伏姫の郷 （福）善憐会 2992206 南房総市平久里下字宮崎1129-2 0470-58-2011
老人福祉施設 （特養）船形サルビア荘 （福）円融会 2700233 野田市船形２９７番２ 04-7170-0355
老人福祉施設 船橋愛弘園 （福）愛弘会 2740065 船橋市高根台3-10-1 047-466-6377
老人福祉施設 （特養）船橋あさひ苑 （福）治生会 2730041 船橋市旭町4-9-1 047-430-7781
老人福祉施設 （特養）芙蓉園 （福）成未会 2700001 松戸市幸田153 047-711-5565
老人福祉施設 （特養）芙蓉荘 （福）清規会 2830001 東金市家之子2010-3 0475-55-5700
老人福祉施設 （特養）ふるさと苑 （福）市原福祉会 2900011 市原市能満1925-282 0436-75-2525
老人福祉施設 ブレーメン習志野 （福）八千代美香会 2750001 習志野市東習志野2-10-3 047-470-5511
老人福祉施設 フローラもばら （福）光誠会 2970011 茂原市谷本1127-1 0475-20-1110
老人福祉施設 （特養）フローラユーワ （福）穏寿会 2660003 千葉市緑区高田町1083番地25 043-300-0211
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老人福祉施設 ヘルパーステーションそよかぜ （福）おかげさま 2950021 南房総市千倉町平舘640-1 0470-40-1411
老人福祉施設 （特養）朋松苑 （福）八千代美香会 2730031 船橋市西船2-21-12 047-410-0117
老人福祉施設 法典地域包括支援センター （福）千葉県福祉援護会 2730855 船橋市馬込西1-2-10 047-430-4140
老人福祉施設 （特養）ほうゆうの里 （福）鳳雄会 2760022 八千代市上高野157 047-409-5100
老人福祉施設 （特養）北総長寿苑 （福）寿陽会 2891212 山武市木原814-1 0475-88-0411
老人福祉施設 （特養）ほしの郷 （福）共生会 2970215 長生郡長柄町鴇谷982番地 0475-35-0505
老人福祉施設 （特養）ほしの郷・長南 （福）共生会 2970151 長生郡長南町茗荷沢67番地 0475-46-1010
老人福祉施設 （特養）ホワイト市川 （福）市川会 2720013 市川市高谷1854 047-327-3311
老人福祉施設 （特養）誉田園 （福）うぐいす会 2660003 千葉市緑区高田町1790-1 043-291-2524
老人福祉施設 ｹｱﾊｳｽ 誉田園 （福）うぐいす会 2660003 千葉市緑区高田町1791 043-293-0088
老人福祉施設 （特養）マーガレットヒル （福）三誠会 2770066 柏市中新宿1-8-6 04-7171-7500
老人福祉施設 （特養）マーシイヒル （福）三誠会 2700011 松戸市根木内677-2 047-348-8787
老人福祉施設 （特養）まきの里 （福）金木犀会 2870225 成田市吉岡1342-6 0476-29-5335
老人福祉施設 松ヶ丘白翠園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ （福）誠友会 2850815 佐倉市城字松ケ丘188-165 043-306-8941
老人福祉施設 （福）馬橋福祉会 （福）馬橋福祉会 2710051 松戸市馬橋1435-8 047-309-8883
老人福祉施設 （特養）まんさくの里 （福）慶桜会 2700023 松戸市八ケ崎2-15-1 047-348-8352
老人福祉施設 （特養）真名実恵園 （福）豊裕会 2970077 茂原市真名675-2 0475-27-3356
老人福祉施設 ｹｱﾊｳｽ　まんぼう （福）太陽会 2960041 鴨川市東町607-1 04-7099-1331
老人福祉施設 ミス・へンテ記念ケアセンター （福）九十九里ホーム 2892147 匝瑳市飯倉20 0479-73-3385
老人福祉施設 （養）瑞穂園 （福）九十九里ホーム 2892142 匝瑳市八日市場ニ81-3 0479-73-4333
老人福祉施設 （特養）瑞穂園 （福）九十九里ホーム 2892142 匝瑳市八日市場ニ８１番地３ 0479-73-4333
老人福祉施設 （福）ミッドナイトミッションのぞみ会 （福）ミッドナイトミッションのぞみ会 2930023 富津市川名１４３６番地 0439-87-9381
老人福祉施設 （特養）緑苑 （福）慈心会 2660002 千葉市緑区平山町2008-1 043-497-5001
老人福祉施設 （特養）みどり荘 （福）印西地区福祉会 2702327 印西市竜腹寺342-2 0476-80-8800
老人福祉施設 みどりの郷福楽園 （福）江戸川豊生会 1340086 江戸川区臨海町1-4-4 03-5659-4122
老人福祉施設 （特養）南花園 （福）貴陽福祉会 2702254 松戸市河原塚102-8 047-392-0881
老人福祉施設 （特養）みはま苑 （福）温光会 2610004 千葉市美浜区高洲3-3-12 043-278-2031
老人福祉施設 （特養）美晴らしの里 （福）正心会 2700145 流山市名都借１１２６番地 04-7141-8822
老人福祉施設 （特養）都苑 （福）清峯会 2600802 千葉市中央区川戸町2 043-208-3850
老人福祉施設 （特養）睦沢園 （福）恵洋会 2994402 長生郡睦沢町川島1458-1 0475-44-2525
老人福祉施設 （特養）むらかみの郷 （福）清明会 2760028 八千代市村上1113-36 047-405-2180
老人福祉施設 （福）明光会 （福）明光会 2994345 長生郡長生村本郷字北道添5059-1 0475-44-6162
老人福祉施設 （特養）めぐみの里 （福）太陽会 2960124 鴨川市大幡1222-1 04-7098-1000
老人福祉施設 もばら和光苑 （福）和光会 2970051 茂原市鷲巣456-1 0475-27-1113
老人福祉施設 （特養）杜の街 （福）北斗 2993219 大網白里市南飯塚404-14 0475-73-7755
老人福祉施設 （特養）やすらぎ園 （福）旭福祉会 2892511 旭市イの3925番2 0479-63-9011
老人福祉施設 やすらぎ園ケアハウス （福）旭福祉会 2892511 旭市イの3919番1 0479-63-9205

16 / 24 ページ



施設・団体名簿

業種名称 施設名漢字 法人名漢字 郵便番号 住所１ 電話番号
老人福祉施設 やすらぎの里・尾車 （福）章佑会 2991113 君津市尾車619-1 0439-70-1212
老人福祉施設 （特養）八千代城 （福）悠久会 2760013 八千代市保品字栗谷2070-5 047-488-8349
老人福祉施設 （福）大和会 （福）大和会 2770931 柏市藤ケ谷1076番地3 04-7160-6688
老人福祉施設 （福）山の神福祉会 （福）山の神福祉会 2900202 市原市福増459番地１ 0436-37-7701
老人福祉施設 （特養）山の手フラワーヒル （福）檀生会 2991123 君津市大山野875 0439-55-8601
老人福祉施設 （特養）ゆうしゅう園 （福）千寿会 2990126 市原市天羽田1500-3 0436-66-2351
老人福祉施設 ｼｮｰﾄｽﾃｲゆうしゅう園八幡 （福）千寿会 2900069 市原市八幡北町3-6-34 0436-67-1366
老人福祉施設 夕凪の郷 （福）善憐会 2992216 南房総市久枝257 0470-28-5644
老人福祉施設 （特養）ゆうゆう苑 （福）鳳雄会 2620013 千葉市花見川区犢橋町10 043-215-5530
老人福祉施設 （特養）裕和園 （福）穏寿会 2660003 千葉市緑区高田町1084 043-291-8595
老人福祉施設 （福）友和会 （福）友和会 2600025 千葉市中央区問屋町6-4 043-204-8400
老人福祉施設 （特養）ゆかり岬 （福）林声会 2994622 いすみ市岬町押日1508-3 0470-62-6660
老人福祉施設 （特養）夢の郷 （福）志真会 2991135 君津市杉谷3-1 0439-50-3301
老人福祉施設 夢の庄居宅介護支援ｾﾝﾀｰ （福）神聖会 2890611 香取郡東庄町新宿988-1 0478-80-3226
老人福祉施設 夢の庄ｼｮｰﾄｽﾃｲｻｰﾋﾞｽ （福）神聖会 2890611 香取郡東庄町新宿988-1 0478-80-3225
老人福祉施設 夢の庄ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ （福）神聖会 2890611 香取郡東庄町新宿988-1 0478-80-3225
老人福祉施設 グループホーム　夢ほーむ （福）おかげさま 2950012 南房総市千倉町南朝夷1661 0470-44-1883
老人福祉施設 （特養）ゆりの木苑 （福）ゆりの木会 2830062 東金市家徳756-2 0475-50-8111
老人福祉施設 （特養）陽光苑 （福）陽光会 2710043 松戸市旭町2-238 047-348-1866
老人福祉施設 軽費老人ホーム　よしきり （福）清明会 2701614 印西市瀬戸1844-2 0476-98-0281
老人福祉施設 四街道老人ホーム （福）慈照会 2840001 四街道市大日2132-4 043-423-4119
老人福祉施設 （福）六親会 （福）六親会 2702322 印西市笠神1620 0476-97-0100
老人福祉施設 （特養）リバーパレス流山 （福）旭悠会 2700107 流山市西深井142 04-7152-1211
老人福祉施設 （福）涼風会 （福）涼風会 2770885 柏市西原2-9-1 04-7154-5201
老人福祉施設 （特養）緑風園 （福）緑風会 2702232 松戸市和名ケ谷1484 047-392-2900
老人福祉施設 ｹｱﾊｳｽ　りんどう （福）清明会 2760004 八千代市島田台998-4 047-480-5150
老人福祉施設 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ・りんりん （福）煌徳会 2620003 千葉市花見川区宇那谷町1735 043-309-8484
老人福祉施設 （特養）玲光苑 （福）豊立会 2860845 成田市押畑896-4 0476-24-2164
老人福祉施設 （特養）玲光苑習志野ローズ館 （福）豊立会 2750026 習志野市谷津3-14-7 047-407-3600
老人福祉施設 ｹｱﾊｳｽ  ろうたす （福）勝曼会 2840001 四街道市大日1623-1 043-424-8030
老人福祉施設 （特養）ローゼンヴィラはま野 （福）千葉県福祉援護会 2600814 千葉市中央区南生実町461-2 043-305-0100
老人福祉施設 （特養）ローゼンヴィラ藤原 （福）千葉県福祉援護会 2730047 船橋市藤原8-17-3 047-430-7922
老人福祉施設 ｹｱﾊｳｽ　ローゼンヴィラ藤原 （福）千葉県福祉援護会 2730047 船橋市藤原8-17-3 047-430-7933
老人福祉施設 （特養）ﾛｰｾﾞﾝｳﾞｨﾗ藤原ﾕﾆｯﾄ型 （福）千葉県福祉援護会 2730047 船橋市藤原8-17-3 047-430-7922
老人福祉施設 ローゼンホーム上山 （福）千葉県福祉援護会 2730046 船橋市上山町2-286-1 047-404-8877
老人福祉施設 ﾛｰｾﾞﾝﾎｰﾑ上山ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ （福）千葉県福祉援護会 2730046 船橋市上山町2-286-1 047-404-3330
老人福祉施設 （特養）ﾜｰﾙﾄﾞﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ （福）清和会 2740822 船橋市飯山満町2-681 047-467-6111
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老人福祉施設 （特養）若葉いこいの里 （福）きらめき会 2640021 千葉市若葉区若松町531-156 043-308-9387

身体・知的障害施設 （福）愛光 （福）愛光 2850807 佐倉市山王2-37-9 043-484-6391
身体・知的障害施設 （福）愛の友協会 （福）愛の友協会 2994332 長生郡長生村金田2133 0475-32-2587
身体・知的障害施設 あかね園 （福）あひるの会 2750024 習志野市茜浜3-4-5 047-452-2715
身体・知的障害施設 あきつ園 （福）習愛会 2750025 習志野市秋津3-4-2 047-451-3315
身体・知的障害施設 あけぼの園 （福）父の樹会 2630001 千葉市稲毛区長沼原町321-2 043-250-5992
身体・知的障害施設 ｱｺﾓｰﾄﾞ相談支援事業所 （福）アコモード 2701108 我孫子市布佐平和台4-1-1 04-7189-0880
身体・知的障害施設 あすか園 （福）かたくり会 2770861 柏市高田1039-4 04-7141-5675
身体・知的障害施設 就労・生活支援ｾﾝﾀｰ　飛鳥晴山苑 （福）晴山会 1140024 北区西ケ原4-51-1 03-3940-9181
身体・知的障害施設 障害者通所施設 ｱﾄﾘｴ ﾌﾟﾚｼﾞｭ （福）千葉県福祉援護会 2730044 船橋市行田2-9-1 047-401-7115
身体・知的障害施設 あぶらや （福）槇の実会 2892241 香取郡多古町多古1036-1 0479-74-3718
身体・知的障害施設 ありのみ学園 （福）八光聰 2892141 匝瑳市八日市場ハの361 0479-72-1141
身体・知的障害施設 （福）アルムの森 （福）アルムの森 2930036 富津市千種新田936番地2 0439-65-0850
身体・知的障害施設 いすみあかね園 （福）つばさ 2980025 いすみ市山田5901 0470-66-0600
身体・知的障害施設 市川レンコンの会 （福）市川レンコンの会 2720102 市川市下新宿10-7 047-359-7795
身体・知的障害施設 市原市福祉会館 （福）佑啓会 2900056 市原市五井5375 0436-23-1331
身体・知的障害施設 いぶき療護苑 （福）松の実会 2702213 松戸市五香5-10-4 047-389-1010
身体・知的障害施設 永幸苑 （福）翠昂会 2840041 四街道市上野199 043-432-2851
身体・知的障害施設 障害者通所施設　オーヴェル （福）千葉県福祉援護会 2730047 船橋市藤原8-17-2 047-430-0500
身体・知的障害施設 大久保学園 （福）大久保学園 2740054 船橋市金堀町499-1 047-457-2462
身体・知的障害施設 おおぞら園 （福）父の樹会 2630001 千葉市稲毛区長沼原町324-17 043-306-3912
身体・知的障害施設 大塚福祉作業所 （福）佑啓会 1120012 文京区大塚4-50-1 03-3946-5601
身体・知的障害施設 おおはし園 （福）南台五光福祉協会 2702224 松戸市大橋字南台畑662-4 047-712-0084
身体・知的障害施設 ガーデンセブン （福）父の樹会 2670057 千葉市緑区大木戸町1423-5 043-205-0053
身体・知的障害施設 かしの木園 （福）大成会 2860122 成田市大清水206-1 0476-49-7600
身体・知的障害施設 かしわい苑 （福）一路会 2720802 市川市柏井町3-637-1 047-337-1333
身体・知的障害施設 上総あいらいの郷 （福）みづき会 2920205 木更津市下郡2270-1 0438-40-7001
身体・知的障害施設 上総喜望の郷 （福）みづき会 2920205 木更津市下郡2275-1 0438-40-7001
身体・知的障害施設 上総ゆうゆうの郷 （福）みづき会 2920205 木更津市下郡2270-1 0438-40-7001
身体・知的障害施設 風の村 （福）うぐいす会 2980206 夷隅郡大多喜町横山２３７７ 0470-82-4998
身体・知的障害施設 （福）かたくり会 （福）かたくり会 2770861 柏市高田1039-4 04-7141-5675
身体・知的障害施設 （障）鎌取晴山苑 （福）晴山会 2660011 千葉市緑区鎌取町2810-23 043-265-2277
身体・知的障害施設 カメリアハウス （福）さざんか会 2730046 船橋市上山町1-157-4 047-338-6773
身体・知的障害施設 からは～い （福）うぐいす会 2660003 千葉市緑区高田町1784-2 043-309-5071
身体・知的障害施設 木更津中郷丸 （福）かずさ萬燈会 2920026 木更津市井尻1153 0438-97-8555
身体・知的障害施設 吉沢学園 （福）ききょう会 2900523 市原市吉沢117 0436-98-1562
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身体・知的障害施設 木の宮学園 （福）千手会 2850852 佐倉市青菅字木ノ宮1051 043-463-1008
身体・知的障害施設 希望の家　きちさわ （福）ききょう会 2900523 市原市吉沢88-1 0436-98-0078
身体・知的障害施設 希望の家うしく壱番館 （福）ききょう会 2900225 市原市牛久300-5 0436-50-1330
身体・知的障害施設 希望の家うしく参番館 （福）ききょう会 2900225 市原市牛久300-2 0436-50-1050
身体・知的障害施設 希望の家うしく弐番館 （福）ききょう会 2900225 市原市牛久300-1 0436-50-0678
身体・知的障害施設 希望の家きちさわ花館 （福）ききょう会 2900523 市原市吉沢99-1 0436-50-9555
身体・知的障害施設 協和厚生園 （福）清郷会 2860202 富里市日吉倉1082-3 0476-93-1535
身体・知的障害施設 居宅介護ステーションりんご （福）大成会 2860122 成田市大清水206-1 0476-76-7652
身体・知的障害施設 くすのき苑 （福）いちいの会 2700222 野田市木間ケ瀬3121 04-7120-6667
身体・知的障害施設 （福）くちなし （福）くちなし 2670057 千葉市緑区大木戸町1423-3 043-295-7401
身体・知的障害施設 （福）九曜会 （福）九曜会 2900166 市原市犬成650 0436-75-0411
身体・知的障害施設 グループホーム父の樹 （福）父の樹会 2630001 千葉市稲毛区長沼原町323-10 043-205-4621
身体・知的障害施設 クローバー学園 （福）クローバー会 2900031 市原市村上1587 0436-23-1540
身体・知的障害施設 けいよう （福）さざんか会 2740806 船橋市二和西5-10-1 047-411-8177
身体・知的障害施設 げんき （福）千葉重症児・者を守る会 2610005 千葉市美浜区稲毛海岸2-3-1 043-242-1230
身体・知的障害施設 小池更生園 （福）心聖会 2760001 八千代市小池393 047-488-8222
身体・知的障害施設 こいけ障害者支援ｾﾝﾀｰ （福）心聖会 2760001 八千代市小池407 047-456-8826
身体・知的障害施設 小石川福祉作業所 （福）佑啓会 1120002 文京区小石川3-30-6 03-3811-1431
身体・知的障害施設 小石川福祉作業所　就労継続 （福）佑啓会 1120002 文京区小石川3-30-6 03-3811-1431
身体・知的障害施設 五井福祉作業所 （福）佑啓会 2900056 市原市五井5375 0436-23-0018
身体・知的障害施設 厚生園 （福）善憐会 2890345 香取市八本555-27 0478-82-5134
身体・知的障害施設 光風みどり園 （福）大久保学園 2740082 船橋市大神保町1359-7 047-457-7130
身体・知的障害施設 障害者支援施設　光洋苑 （福）緑海会 2891301 山武市木戸848 0475-84-2131
身体・知的障害施設 こころの風元気村 （福）うぐいす会 2660003 千葉市緑区高田町1789-1 043-300-4440
身体・知的障害施設 （障）コスモ・ヴィレッジ （福）寿陽会 2891123 八街市滝台739-3 043-445-1010
身体・知的障害施設 こすもす （福）安房広域福祉会 2940018 館山市国分44-6 0470-25-7115
身体・知的障害施設 こどもステーション東国分寺台 （福）ききょう会 2900022 市原市西広5-2-7 0436-20-0039
身体・知的障害施設 さいわい （福）千葉重症児・者を守る会 2610005 千葉市美浜区稲毛海岸2-3-1 043-242-1230
身体・知的障害施設 才和苑 （福）融合会 2740805 船橋市二和東2-1-3 047-436-8005
身体・知的障害施設 作山更生園 （福）心聖会 2760001 八千代市小池字作山392 047-488-8253
身体・知的障害施設 （障）桜が丘晴山苑 （福）晴山会 2640017 千葉市若葉区加曽利町1536 043-231-4321
身体・知的障害施設 さくら工房 （福）緑風会 2702232 松戸市和名ケ谷1313-16 047-392-6861
身体・知的障害施設 さくら千手園 （福）千手会 2850852 佐倉市青菅1019 043-462-2008
身体・知的障害施設 佐倉福葉苑 （福）福葉会 2850803 佐倉市神門120-1 043-308-9276
身体・知的障害施設 さくらんぼ園 （福）千手会 2850806 佐倉市大篠塚1587 043-484-1050
身体・知的障害施設 笹川なずな工房 （福）さざんか会 2890601 香取郡東庄町笹川い1141-2 0478-86-6950
身体・知的障害施設 さざんかキッズ （福）さざんか会 2730044 船橋市行田2-8-1 047-404-1135
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身体・知的障害施設 さつき台の家 （福）さつき会 2990243 袖ケ浦市蔵波428-4 0438-60-7756
身体・知的障害施設 山武みどり学園 （福）翡翠会 2993251 大網白里市大網字5347 0475-73-8688
身体・知的障害施設 （障）しあわせの里 （福）太陽会 2960124 鴨川市大幡1243-2 04-7098-1110
身体・知的障害施設 しいのみ園 （福）心友会 2660003 千葉市緑区高田町1953-1 043-291-2941
身体・知的障害施設 自然 （福）やまだ福祉文庫 2890407 香取市仁良字大さく1026番地の1 0478-70-7771
身体・知的障害施設 受託相談支援事業所 （福）大成会 2860017 成田市赤坂1-3-1 0476-27-1106
身体・知的障害施設 ジョイサポート三和 （福）ききょう会 2900207 市原市海士有木259番地 0436-36-8290
身体・知的障害施設 じょぶ・さくさべ （福）千葉市手をつなぐ育成会 2630015 千葉市稲毛区作草部2-4-35 043-239-7476
身体・知的障害施設 ジョブハウス　もみの木 （福）ききょう会 2900225 市原市牛久882-6 0436-92-5757
身体・知的障害施設 すみだ晴山苑 （福）晴山会 1310041 墨田区八広5-18-30 03-6657-3417
身体・知的障害施設 （福）清輝会 （福）清輝会 2660003 千葉市緑区高田町149-2 043-300-2600
身体・知的障害施設 （障）誠光園 （福）千葉県福祉援護会 2740081 船橋市小野田町769-18 047-457-6636
身体・知的障害施設 青松学園 （福）児童愛護会 2994301 長生郡一宮町一宮389 0475-42-3869
身体・知的障害施設 （障）聖マーガレットホーム （福）九十九里ホーム 2892135 匝瑳市高野583 0479-79-1905
身体・知的障害施設 袖ケ浦学園 （福）いずみ会 2990205 袖ケ浦市上泉1767-21 0438-75-4585
身体・知的障害施設 代宿地域支援センター （福）大久保学園 2990241 袖ケ浦市代宿102-2 0438-53-7626
身体・知的障害施設 大成会共同生活事業所 （福）大成会 2860122 成田市大清水206-1 0476-49-7600
身体・知的障害施設 第２いぶきの広場 （福）松の実会 2700003 松戸市東平賀651 047-341-1167
身体・知的障害施設 第２クローバー学園 （福）クローバー会 2990118 市原市椎津３０８５ 0436-60-5115
身体・知的障害施設 第２クローバー学園　オハナ館 （福）クローバー会 2900221 市原市馬立928-2 0436-37-3620
身体・知的障害施設 第２ひかり学園 （福）槇の実会 2892251 香取郡多古町北中1269 0479-76-8866
身体・知的障害施設 貴根苑 （福）融合会 2740817 船橋市高根町2158 047-404-8844
身体・知的障害施設 たけのこ （福）高柳福祉会 2770941 柏市高柳1478-5 04-7191-7077
身体・知的障害施設 たびだちの村・君津 （福）章佑会 2991113 君津市尾車635-1 0439-32-2372
身体・知的障害施設 たびだちの村・BISHA （福）章佑会 2991113 君津市尾車635-1 0439-32-2372
身体・知的障害施設 たんぽぽ （福）千葉重症児・者を守る会 2610005 千葉市美浜区稲毛海岸1-1-17 043-306-3708
身体・知的障害施設 地域生活支援センターふらる （福）千葉市手をつなぐ育成会 2630015 千葉市稲毛区作草部2-4-6 050-3734-0480
身体・知的障害施設 父の樹園 （福）父の樹会 2630001 千葉市稲毛区長沼原町321-3 043-257-7315
身体・知的障害施設 （福）父の樹会　法人本部 （福）父の樹会 2630001 千葉市稲毛区長沼原町321-2 043-250-5992
身体・知的障害施設 千葉アフターケア協会 （福）千葉アフターケア協会 2600824 千葉市中央区浜野町649-1 043-264-4109
身体・知的障害施設 千葉県視覚障害者福祉協会 千葉県視覚障害者福祉協会 2840003 四街道市鹿渡968-9 043-421-5199
身体・知的障害施設 千葉光の村授産園 （福）首都圏光の村 2650046 千葉市若葉区小間子町1-8 043-228-5300
身体・知的障害施設 長生厚生園 （福）児童愛護会 2970043 茂原市立木477 0475-24-2003
身体・知的障害施設 でい・さくさべ （福）千葉市手をつなぐ育成会 2630015 千葉市稲毛区作草部2-4-5 043-206-3861
身体・知的障害施設 でい・まさご （福）千葉市手をつなぐ育成会 2610011 千葉市美浜区真砂2-1-12 043-277-6641
身体・知的障害施設 でい・まさご弐番館 （福）千葉市手をつなぐ育成会 2610011 千葉市美浜区真砂2-3-1 043-303-1188
身体・知的障害施設 ディアフレンズ美浜 （福）春陽会 2610012 千葉市美浜区磯辺2-21-1 043-303-0581
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身体・知的障害施設 ＤＤホームズ （福）さざんか会 2730044 船橋市行田2-8-1 047-404-1135
身体・知的障害施設 十倉厚生園 （福）清郷会 2860212 富里市十倉2443 0476-94-2101
身体・知的障害施設 富里福葉苑 （福）福葉会 2860222 富里市中沢975番地3 0476-93-8133
身体・知的障害施設 とらのこキッズ （福）さざんか会 2740806 船橋市二和西5-7-28 047-440-6650
身体・知的障害施設 どんぐりの郷 （福）あすなろ会 2991615 富津市相川503 0439-67-1600
身体・知的障害施設 中里の家 （福）安房広域福祉会 2940231 館山市中里288-1 0470-28-2022
身体・知的障害施設 中里ワークホーム （福）安房広域福祉会 2940231 館山市中里291 0470-28-2422
身体・知的障害施設 中野学園 （福）あしたば 2650051 千葉市若葉区中野町1574-31 043-228-6114
身体・知的障害施設 （福）菜の花会 （福）菜の花会 2890111 成田市名木511-15 0476-96-1527
身体・知的障害施設 なのはな知的障害児者生活ｻﾎﾟｰﾄ協会 なのはな知的障害児者生活ｻﾎﾟｰﾄ協会 2600013 千葉市中央区中央4-10-16 043-224-8936
身体・知的障害施設 成田のぞみの園 （福）大成会 2860047 成田市江弁須96-3 0476-26-1131
身体・知的障害施設 南部よもぎの園 （福）千手会 2850806 佐倉市大篠塚1587 043-483-2829
身体・知的障害施設 （福）野栄福祉会 （福）野栄福祉会 2893186 匝瑳市川辺6166 0479-67-5100
身体・知的障害施設 のまのまホームズ （福）さざんか会 2730044 船橋市行田2-8-1 047-404-1135
身体・知的障害施設 のまる （福）さざんか会 2740051 船橋市車方町549 047-456-7361
身体・知的障害施設 はいさい （福）うぐいす会 2660003 千葉市緑区高田町1784-1 043-309-7444
身体・知的障害施設 花の実園 （福）習愛会 2750025 習志野市秋津3-4-1 047-451-3921
身体・知的障害施設 はばたき職業センター （福）八千代市身体障害者福祉会 2760015 八千代市米本2429-10 047-488-8813
身体・知的障害施設 PAL稲毛 （福）パルネット 2630051 千葉市稲毛区園生町449-1 043-206-1340
身体・知的障害施設 ばんぶーはうす （福）高柳福祉会 2770931 柏市藤ケ谷1793-14 04-7130-9097
身体・知的障害施設 ピア宮敷 （福）土穂会 2994505 いすみ市岬町岩熊字宮敷138-10 0470-87-9631
身体・知的障害施設 ひかり学園 （福）槇の実会 2892251 香取郡多古町北中1309-160 0479-76-5500
身体・知的障害施設 ひかり学園　アネックスすまいる （福）槇の実会 2892305 香取郡多古町大高1-28 0479-74-7718
身体・知的障害施設 ひかり学園アネックス （福）槇の実会 2892257 香取郡多古町南中335 0479-76-5500
身体・知的障害施設 ひかり学園アネックスひまわり （福）槇の実会 2892325 香取郡多古町南玉造1508-1 0479-85-7170
身体・知的障害施設 ひかりホーム （福）槇の実会 2892251 香取郡多古町北中1309-160 0479-76-5500
身体・知的障害施設 ピクシーフォレスト （福）翠昂会 2840041 四街道市上野199 043-432-2851
身体・知的障害施設 一ツ木園 （福）かたくり会 2770825 柏市布施1103 04-7131-7032
身体・知的障害施設 ひびき園 （福）かたくり会 2770872 柏市十余二字南前山193-1 04-7135-6116
身体・知的障害施設 ひまわり （福）陽だまり 2990213 袖ケ浦市百目木1003 0438-75-5566
身体・知的障害施設 ひまわり園 （福）かたくり会 2770923 柏市塚崎1374 04-7193-3456
身体・知的障害施設 日吉厚生園 （福）清郷会 2860202 富里市日吉倉1082-6 0476-92-5100
身体・知的障害施設 藤良苑 （福）融合会 2730853 船橋市金杉5-12-1 047-447-0024
身体・知的障害施設 ふなばし工房 （福）大久保学園 2740054 船橋市金堀町432-2 047-457-8600
身体・知的障害施設 ふる里学舎 （福）佑啓会 2900265 市原市今富1110-1 0436-36-7611
身体・知的障害施設 ふる里学舎　浦安 （福）佑啓会 2790042 浦安市東野1-8-3 047-354-7030
身体・知的障害施設 ふる里学舎　浦安デイセンター （福）佑啓会 2790042 浦安市東野1-8-3 047-354-7030
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身体・知的障害施設 ふる里学舎　おゆみ野 （福）佑啓会 2660031 千葉市緑区おゆみ野4-17-6 043-293-7575
身体・知的障害施設 ふる里学舎　木更津 （福）佑啓会 2920832 木更津市新田1-5-23 0438-40-5988
身体・知的障害施設 ふる里学舎　蔵波ﾃﾞｲｾﾝﾀｰ　生活介護 （福）佑啓会 2990243 袖ケ浦市蔵波3312-1 0438-64-0890
身体・知的障害施設 ふる里学舎　工芸館 （福）佑啓会 2900265 市原市今富1110-1 0436-36-7611
身体・知的障害施設 ふる里学舎　しぜん工房　生活介護 （福）佑啓会 2900265 市原市今富1110-1 0436-36-7611
身体・知的障害施設 ふる里学舎　静風荘 （福）佑啓会 2900265 市原市今富997-1 0436-37-7511
身体・知的障害施設 ふる里学舎　本郷 （福）佑啓会 1130033 文京区本郷2-21-7 03-5803-2333
身体・知的障害施設 ふる里学舎あすみが丘 （福）佑啓会 2670061 千葉市緑区土気町446-52 043-294-1211
身体・知的障害施設 ふる里学舎アネッサデイセンター （福）佑啓会 2990118 市原市椎津1131 0436-60-7677
身体・知的障害施設 ふる里学舎きせつ館 （福）佑啓会 2900265 市原市今富1110-1 0436-36-7611
身体・知的障害施設 ふる里学舎きせつ館就労継続 （福）佑啓会 2900265 市原市今富1110-1 0436-36-7611
身体・知的障害施設 ふる里学舎蔵波 （福）佑啓会 2990243 袖ケ浦市蔵波3312-1 0438-64-0890
身体・知的障害施設 ふる里学舎蔵波デイセンター （福）佑啓会 2990243 袖ケ浦市蔵波3312-1 0438-64-0890
身体・知的障害施設 ふる里学舎グループホーム （福）佑啓会 2900265 市原市今富1110-1 0436-36-7611
身体・知的障害施設 ふる里学舎ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ蔵波 （福）佑啓会 2990243 袖ケ浦市蔵波3312-1 0438-64-0890
身体・知的障害施設 ふる里学舎潮見 （福）佑啓会 2920834 木更津市潮見2-13-5 0438-25-2345
身体・知的障害施設 ふる里学舎しぜん工房 （福）佑啓会 2900265 市原市今富1110-1 0436-36-7611
身体・知的障害施設 ふる里学舎松香園 （福）佑啓会 2720834 市川市国分3-20-2 047-373-0482
身体・知的障害施設 ふる里学舎新樹館 （福）佑啓会 2900265 市原市今富1110-1 0436-36-7611
身体・知的障害施設 ふる里学舎高津 （福）佑啓会 2760036 八千代市高津1047-1 047-459-8197
身体・知的障害施設 ふる里学舎地域生活支援ｾﾝﾀｰ （福）佑啓会 2900265 市原市今富1110-1 0436-36-7762
身体・知的障害施設 ふる里学舎千倉生活介護 （福）佑啓会 2950004 南房総市千倉町瀬戸2421-2 0470-29-7788
身体・知的障害施設 ふる里学舎プレイスクール （福）佑啓会 2790042 浦安市東野1-8-3 047-354-7030
身体・知的障害施設 ふる里学舎本千葉 （福）佑啓会 2600832 千葉市中央区寒川町1-208-2 0436-36-7611
身体・知的障害施設 ふる里学舎茂原 （福）佑啓会 2970022 茂原市町保11-111 043-294-1211
身体・知的障害施設 ふる里学舎八千代 （福）佑啓会 2760015 八千代市米本1517-1 047-406-5231
身体・知的障害施設 ふる里学舎和田浦 （福）佑啓会 2992725 南房総市和田町黒岩1190-1 0470-40-7227
身体・知的障害施設 ふる里学舎和田浦デイセンター （福）佑啓会 2992725 南房総市和田町黒岩1161 0470-40-7227
身体・知的障害施設 （福）宝樹 （福）宝樹 2990112 市原市畑木246-2 0436-60-3266
身体・知的障害施設 朋生園 （福）かたくり会 2770085 柏市中原1816-6 04-7163-6612
身体・知的障害施設 北総育成園 （福）さざんか会 2890601 香取郡東庄町笹川い5852 0478-86-3003
身体・知的障害施設 ほっとライフ・きよさと （福）清郷会 2860212 富里市十倉2445-4 0476-37-5216
身体・知的障害施設 松里福祉会 （福）松里福祉会 2702251 松戸市金ケ作276-25 047-384-0595
身体・知的障害施設 みどり園 （福）大久保学園 2701121 我孫子市中峠2310 04-7187-0511
身体・知的障害施設 美南園 （福）かたくり会 2770941 柏市高柳1413 04-7192-0831
身体・知的障害施設 南台五光福祉協会　地域支援部 （福）南台五光福祉協会 2730118 鎌ケ谷市中沢字南台311-1 047-443-3408
身体・知的障害施設 （福）三芳野会 （福）三芳野会 2940813 南房総市谷向166-2 0470-36-3348
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身体・知的障害施設 明朗塾 （福）光明会 2891103 八街市八街に20 043-442-0101
身体・知的障害施設 めじろホーム事業 （福）クローバー会 2900031 市原市村上1587 0436-23-1540
身体・知的障害施設 もくせい園 （福）南台五光福祉協会 2730118 鎌ケ谷市中沢311-1 047-443-3331
身体・知的障害施設 やまぶき園 （福）南台五光福祉協会 2720803 市川市奉免町191-2 047-320-7241
身体・知的障害施設 ゆたか福祉苑 （福）さざんか会 2740051 船橋市車方町400 047-457-6444
身体・知的障害施設 八日市場学園 （福）八光聰 2892178 匝瑳市安久山310-5 0479-74-1181
身体・知的障害施設 ライフサポート （福）創成会 2892616 旭市見広4226-2 0479-55-2889
身体・知的障害施設 らんまん （福）太陽会 2960124 鴨川市大幡1245 04-7098-1800
身体・知的障害施設 梨香園 （福）大久保学園 2720805 市川市大野町3-2146-2 047-339-3855
身体・知的障害施設 （福）りべるたす （福）りべるたす 2600802 千葉市中央区川戸町468-1 043-497-2373
身体・知的障害施設 （障）ローゼンヴィラ藤原 （福）千葉県福祉援護会 2730047 船橋市藤原8-17-1 047-430-7900
身体・知的障害施設 （福）ロザリオの聖母会 （福）ロザリオの聖母会 2892513 旭市野中4017 0479-60-0600
身体・知的障害施設 ワーク・かなえ （福）鼎 2850926 印旛郡酒々井町本佐倉352-7 043-496-4186
身体・知的障害施設 ワークス館山 （福）安房広域福祉会 2940054 館山市湊403-1 0470-23-7447
身体・知的障害施設 ワークわく・きよさと （福）清郷会 2860202 富里市日吉倉1080-16 0476-36-5321
身体・知的障害施設 ワイズホーム （福）創成会 2892616 旭市見広4226-2 0479-55-2889
身体・知的障害施設 わかたけ介護 （福）高柳福祉会 2770931 柏市藤ケ谷1793-14 04-7138-5553
身体・知的障害施設 わかたけきっず （福）高柳福祉会 2770941 柏市高柳878-1 04-7192-8351
身体・知的障害施設 わかたけ社会センター （福）高柳福祉会 2770941 柏市高柳668-1 04-7192-0324
身体・知的障害施設 わかたけ社会ｾﾝﾀｰｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ （福）高柳福祉会 2770941 柏市高柳1478-18 04-7193-8741
身体・知的障害施設 （身）若葉 （福）千葉県福祉援護会 2740806 船橋市二和西5-7-17 047-449-9060
身体・知的障害施設 若葉泉の里 （福）宝寿会 2650053 千葉市若葉区野呂町1791-3 043-228-3534
身体・知的障害施設 わたぼうし （福）陽だまり 2990200 袖ケ浦市戸国飛地382-1 0438-60-5800

ＮＰＯ ＥＲＡ ＮＰＯ法人　ＥＲＡ 2700163 流山市南流山2-9-12 04-7199-9152
ＮＰＯ NPO法人　いしずえ NPO法人　いしずえ 2770921 柏市大津ケ丘4-4-2 04-7190-1428
ＮＰＯ 五木の里 NPO法人　五木の里 2890421 香取市鳩山181-5 0478-79-9405
ＮＰＯ 大空福祉会 NPO法人　大空福祉会 2860211 富里市御料950-3 0476-92-3178
ＮＰＯ 香取の地域福祉を考える会 NPO法人　香取の地域福祉を考える会 2890332 香取市南原地新田459 0478-83-0566
ＮＰＯ カレンズ NPO法人　カレンズ 2970037 茂原市早野968-1 0475-44-7255
ＮＰＯ 銀河舎 NPO法人　銀河舎 2660005 千葉市緑区誉田町1-201 043-300-4741
ＮＰＯ 秋桜社会福祉会 NPO法人　秋桜社会福祉会 2891144 八街市八街ろ173-19 043-235-7145
ＮＰＯ 子ども情報館 NPO法人 子ども情報館 2991151 君津市中野880-25 0439-50-0415
ＮＰＯ じょいんと NPO法人　じょいんと 2750016 習志野市津田沼3-4-10 047-493-3290
ＮＰＯ 就労継続Ａ型　セットアップ NPO法人　しゃくやく会 2940045 館山市北条1722 0470-23-2636
ＮＰＯ 千葉県介護支援専門員協議会 NPO法人　千葉県介護支援専門員協議会 2600026 千葉市中央区千葉港4-3 043-204-3631
ＮＰＯ はじめのいっぽ こども療育プロジェクト 2640007 千葉市若葉区小倉町1808-13 043-309-9741
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ＮＰＯ はちみつ NPO法人　はちみつ 2840011 四街道市亀崎272 043-372-7933
ＮＰＯ ひこばえ NPO法人　ひこばえ 2770071 柏市豊住1-4-15 04-7128-5530
ＮＰＯ ひだまり NPO法人　ひだまり 2630005 千葉市稲毛区長沼町32 043-258-8604
ＮＰＯ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾎｰﾑ　ほがらか NPO法人　ほがらか 2990203 袖ケ浦市高谷１３６５ 0438-71-1008
ＮＰＯ 實埜里 NPO法人　實埜里 2720816 市川市本北方3-16-1 047-338-6061
ＮＰＯ ラフト ＮＰＯ法人　ラフト 2730021 船橋市海神4-1-9-3 047-431-3451
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