平成25年度
No.

市民児協名

市町村民児協事務局
住

所

連絡先
電話番号

ＦＡＸ

1

銚子市民生委員児童委員協議会

〒288-8601 銚子市若宮町1-1
銚子市役所 健康福祉部 社会福祉課 社会係

0479-24-8195

0479-25-7502

2

市川市民生委員児童委員協議会

〒272-0026 市川市東大和田1-2-10

047-320-4001

047-376-8555

3

船橋市民生児童委員協議会

〒273-8501 船橋市湊町2-10-25
船橋市 健康福祉局 福祉サービス部
地域福祉課内

047-436-2313

047-436-3315

4

館山市民生委員児童委員協議会

〒294-0045 館山市北条402
館山市役所4号館内

0470-23-5068

0470-22-8805

5

木更津市民生委員児童委員協議会

〒292-0834 木更津市潮見2-9
木更津市民総合福祉会館内
木更津市社会福祉協議会 地域福祉係

0438-25-2089

0438-23-2615

6

松戸市民生委員児童委員協議会

〒271-8588 松戸市根本387-5
松戸市役所 健康福祉部 地域福祉課

047-366-3019

047-366-1392

7

野田市民生委員児童委員協議会

〒278-8550 野田市鶴奉7-1
野田市役所 保健福祉部 社会福祉課

04-7125-1111
（内線2119）

04-7123-1095

8

茂原市民生委員児童委員協議会

〒297-8511 茂原市道表1
茂原市役所 福祉部 社会福祉課 地域福祉係

0475-20-1571

0475-20-1605

9

成田市民生委員児童委員協議会

〒286-0017 成田市赤坂1-3-1
成田市保健福祉館内
成田市社会福祉協議会 地域福祉係

0476-27-7755

0476-27-1263

10

佐倉市民生委員・児童委員協議会

〒285-8501 佐倉市海隣寺町97
佐倉市役所 福祉部 社会福祉課 地域福祉班

043-484-6135

043-486-2118

11

東金市民生児童委員協議会

〒283-0005 東金市田間421
ふれあいセンター2F 東金市社会福祉協議会内

0475-52−5198

0475-52-8227

12

旭市民生委員児童委員連絡協議会

〒289-2595 旭市ニの1920
旭市役所 社会福祉課 社会班

0479-62-5317

0479-62-5892

13

習志野市民生委員児童委員協議会

〒275-8601 習志野市鷺沼1-1-1
習志野市役所 保健福祉部 社会福祉課 社会係
（仮庁舎３階 京成津田沼駅前ビル）

047-453-7375

047-453-1825

14

柏市民生委員児童委員協議会

〒277-0005 柏市柏5-11-8
介護予防センターいきいきプラザ
柏市社会福祉協議会内

04-7163-3100

04-7163-9199

15

勝浦市民生委員児童委員協議会

〒299-5292 勝浦市新官1343-1
勝浦市役所 福祉課 福祉係

0470-73-6619
（直通）

0470-73-4283

16

市原市民生委員児童委員協議会

〒290-0075 市原市南国分寺台4-1-4
市原市社会福祉協議会 地域福祉グループ
地域活動推進チーム

0436-24-0011

0436-22-3031

17

流山市民生委員児童委員協議会

〒270-0157 流山市平和台2-1-2
流山市ケアセンター内 流山市社会福祉協議会
地域福祉係

04-7159-4735

04-7159-4736

18

八千代市民生委員児童委員協議会連合会

〒276-8501 八千代市大和田新田312-5
八千代市役所 健康福祉部 健康福祉課

047-483-1151

047-486-7305

19

我孫子市民生委員児童委員協議会

〒270-1166 我孫子市我孫子1861
我孫子市社会福祉協議会内

04-7184-1539

04-7184-9929

20

鴨川市民生委員児童委員協議会

〒296-0033 鴨川市八色887-1
ふれあいセンター内 鴨川市役所 市民福祉部
福祉課 地域ささえあい係

04-7093-7112

04-7093-7115

21

鎌ケ谷市民生委員児童委員協議会

〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2‐6‐1
鎌ケ谷市総合福祉保健センター5階
鎌ケ谷市社会福祉協議会内

047-444-2231

047-446-4545

22

君津市民生委員児童委員協議会

〒299-1152 君津市久保3-1-1
君津市保健福祉センター3階
君津市社会福祉協議会内

0439-57-2250

0439-54-2941
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23

富津市民生委員児童委員協議会

〒293-0006 富津市下飯野2443
富津市社会福祉協議会内

0439-87-9611

0439-87-9610

24

浦安市民生委員児童委員協議会

〒279-0042 浦安市東野1-7-1
総合福祉センター内 浦安市社会福祉協議会
生活サポート課

047-355-5271

047-355-5277

25

四街道市民生委員児童委員協議会

〒284-8555 四街道市鹿渡無番地
四街道市役所内 四街道市福祉サービス部
社会福祉課 地域福祉グループ

043-421-6121

043-424-2011

26

袖ケ浦市民生委員児童委員協議会

〒299-0256 袖ケ浦市飯富1604
袖ケ浦市社会福祉協議会内

0438-63-3888

0438-63-0825

27

八街市民生委員児童委員協議会

〒289-1192 八街市八街ほ35-29
八街市役所 市民部 社会福祉課 社会班

043-443-1622

043-443-1742

28

印西市民生委員児童委員協議会

〒270-1396 印西市大森2364-2
印西市役所 健康福祉部 社会福祉課 厚生班

0476-42-5111
(内線 256)

0476-42-0381

29

白井市民生委員児童委員連絡協議会

〒270-1492 白井市復1123
白井市役所 健康福祉部 社会福祉課 厚生班

047-497-3482

047-492-3033

30

富里市民生委員児童委員協議会

〒286-0292 富里市七栄652-1
富里市役所 健康福祉部 社会福祉課 厚生班

0476-93-4192

0476-93-2215

31

いすみ市民生委員児童委員協議会

〒298-8501 いすみ市大原7400-1
いすみ市役所 市民生活部 福祉課
障害社会福祉班

0470-62-1117

0470-63-1252

32

匝瑳市民生委員児童委員協議会

〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793-2
匝瑳市役所 福祉課 福祉班

0479-73-0096

0479-72-1116

33

南房総市民生委員児童委員協議会

〒295-0004 南房総市千倉町瀬戸2705-6
ちくら介護予防センターゆらり内
南房総市社会福祉協議会

0470-44-3577

0470-44-3542

34

香取市民生委員児童委員協議会連合会

〒287-8501 香取市佐原ロ2127
香取市役所 市民福祉部 社会福祉課 社会福祉班

35

山武市民生委員児童委員協議会

〒289-1392 山武市殿台296
山武市役所 社会福祉課内

0475-80-2612

0475-80-2650

36

大網白里市民生委員児童委員協議会

〒299-3292 大網白里市大網115-2
大網白里市役所 社会福祉課 社会福祉班

0475-70-0330

0475-72-8454

0478-50-1209
（内線２４１２）

0478-52-4566
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37

酒々井町民生委員児童委員協議会

〒285-8510 印旛郡酒々井町中央台4-11
酒々井町役場 健康福祉課

043-496-1171
（内線133）

043-496-4541

38

栄町民生・児童委員協議会

〒270-1592 印旛郡栄町安食台1-2
栄町役場 福祉課 厚生高齢班内

0476-33-7709

0476-80-1358

39

神崎町民生委員児童委員協議会

〒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内
神崎町 保健福祉課

0478-72-1603

0478-72-1605

40

多古町民生委員児童委員協議会

〒289-2241 香取郡多古町多古2848
多古町 保健福祉課 健康福祉係

0479-76-3185

0479-76-3186

41

東庄町民生委員児童委員協議会

〒289-0612 香取郡東庄町石出2692-4
東庄町保健福祉総合センター内
東庄町 健康福祉課 福祉係

0478-80-3300

0478-80-3112

42

九十九里町民生委員児童委員協議会

〒283-0195 山武郡九十九里町片貝4099
九十九里町役場 健康福祉課 社会福祉係

0475-70-3162

0475-76-7541

43

芝山町民生委員児童委員協議会

〒289-1692 山武郡芝山町小池992
芝山町役場 福祉保健課 福祉係

0479-77-3914

0479-77-0871

44

横芝光町民生委員児童委員協議会

〒289-1793 山武郡横芝光町宮川11902
横芝光町役場 福祉課 社会福祉班

0479-84-1257

0479-84-2789

45

一宮町民生委員児童委員協議会

〒299-4396 長生郡一宮町一宮2457
一宮町役場 福祉健康課

0475-42-1431

0475-40-1056

46

睦沢町民生児童委員協議会

〒299-4492 長生郡睦沢町下之郷1650-1
睦沢町役場 健康福祉課 福祉介護班

0475-44-2504

0475-44-2527

47

長生村民生委員児童委員協議会

〒299-4394 長生郡長生村本郷1-77
長生村総合福祉センター内 福祉課

0475-32-2112

0475-32-6812

48

白子町民生委員児童委員協議会

〒299-4292 長生郡白子町関5074-2
白子町役場 保健福祉課 福祉係

0475-33-2113

0475-33-4132

49

長柄町民生委員児童委員協議会

〒297-0298 長生郡長柄町桜谷712
長柄町役場 住民課 健康福祉班

0475-35-2414

0475-35-2459

50

長南町民生委員児童委員協議会

〒297-0192 長生郡長南町長南2110
長南町役場 住民課 保健福祉室 福祉介護班

0475-46-2116

0475-46-1214

51

大多喜町民生委員児童委員協議会

〒298-0292 夷隅郡大多喜町大多喜93
大多喜町役場 健康福祉課 社会福祉係

0470-82-2168
（内線 261)

0470-82-4461

52

御宿町民生委員児童委員協議会

〒299-5102 夷隅郡御宿町久保1135-1
御宿町地域福祉センター内
御宿町社会福祉協議会

0470-68-6725

0470-68-6726

53

鋸南町民生委員児童委員協議会

〒299-190１ 安房郡鋸南町保田560
鋸南町 保健福祉課 福祉支援室

0470-50-1171

0470-55-4148

