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※１ 各種相談窓口の受付日時等は、変更になる場合がございますので、相談に出向かれる場

合は各機関・団体にあらかじめお問合せください。 

※２ 本ガイドの内容は、令和元年８月１日時点における各行政機関・団体等のホームページ

を参照したほか、千葉県内の国の行政機関等が構成する「千葉行政運営連絡協議会」及び

関係団体等の協力を得て、作成しましたので、その後、内容が変更される場合もあります

が、ご容赦ください。 
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金融庁 

 

【金融庁】     〒100-8967 東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎 7 号館西館 

 ※利用者の皆様と金融機関との間の個別トラブルについて、お話を伺った上で、他機関の紹介 

や論点の整理などのアドバイスを行っています。ただし、あっせん・仲介・調停を行うこと 

は出来ませんので、予めご了承下さい。 

 

総務省 

［千葉行政監視行政相談センター］  

〒260-0024 千葉市中央区中央港１-11-3 千葉地方合同庁舎７階 

相談窓口 相談内容 電話番号 受付時間 

金融庁金融サー

ビス利用者相談

室 

・預金・融資等に関するご相談 

・保険商品・保険制度等に関す 

るご相談 

・投資商品・証券市場制度・取 

   引所等に関するご相談  

 ・貸金等に関するご相談  

・暗号資産（仮想通貨）等に関

するもの 

・その他 

0570-016-811 

（IP 電話からは 

03-5251-811） 

 

FAX 

03-3506-6699 

平日 

10:00～17:00 

（電話） 

 

管轄区域 千葉県 

相談窓口・電話番号等 相談名 相談内容 受付時間 

行政監視行政相談課 

  0570-090110 

（行政苦情 110 番 

・全国共通番号） 

 043-244-1 

（携帯・ＩP 電話） 

  FAX 

  043-246-9829 

行政相談 国・独立行政法人・特殊法

人等の業務、都道府県・市町

村の業務のうち法定受託事務

に該当する業務及び国の委任

又は補助を受けている業務に

関する苦情・要望などの相談 

平日 

８:30～17:15 

時間外は、留守番

電話 

0570-090-110 

又は 

043-244-1100 

※ 各市町村に総務大臣委嘱の「行政相談委員」を配置 

情報公開・個人情報

保護総合案内所 

 043-246-9821

（代表） 

 FAX   

043-246-9829 

情報公開・個人

情報保護総合案

内 

国の情報公開制度及び個人

情報保護制度に関する開示請

求手続の案内、制度の案内や

情報提供 

平日  

８:30～12:00 

13:00～17:00 

主任行政相談官室 

 043-246-9821

（代表） 

 FAX 

  043-246-9829 

政策評価情報の

所在案内窓口 

国の政策評価に関する情報

の所在案内及び政策評価制度

全般に係る問合せの受付 

平日 

８:30～12:00 

13:00～17:00 



- 2 - 
 

［関東総合通信局］ 

〒102-8795 東京都千代田区九段南１-２-１ 九段第３合同庁舎 22 階・23 階ほか            

管轄区域 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 

相談分野 相談窓口・相談内容 電話番号 受付時間 

その他の相

談窓口 

総合通信相談所（22 階） 

関東地区の情報通信行政相談 

（担当部署がみつからない場合は、こちらに

お掛け下さい。アマチュア・簡易無線局を除

く。） 

03-6238-1940 

平日  

9:00 

～12:00 

 

13:00 

～17:00 

無線局 

無線通信部陸上第三課（22 階）  

 

アマチュア無線局免許手続 

24 時間 FAX・テレフォンサービス  

職員対応時間（9:00～12:00、13:00

～16:30） 

03-6238-1937 

 

簡易無線局（パーソナル無線を含む） 

（自動応答・職員対応含む） 

24 時間 FAX・テレフォンサービス 

03-6238-1785 

通信サービ

ス 

情報通信部電気通信事業課（23 階）  

 電気通信サービスについての相談  03-6238-1935 

 
電気通信主任技術者・工事担任者資格全

般 
03-6238-1674 

 登録電気通信事業者 03-6238-1679 

 届出電気通信事業者 03-6238-1675 

放送 

放送部放送課（22 階） 

 地上デジタル放送 03-6238-1944 

 受信障害（テレビ・ラジオ） 03-6238-1945 

無線局関係

及び 

電波監視関

係 

無線通信部航空海上課（22 階）  

無線従事者資格 
03-6238-1749 

無線通信部陸上第一課（22 階） 

高層建築物の建築に伴う重要無線の回線保護 
03-6238-1763 

総務部財務課（22 階）  

 電波利用料納付 03-6238-1932 

 
電波利用料納付（自動応答のみ） 

24 時間テレフォンサービス 
03-6238-1947 

無線通信部企画調整課（22 階）  

 電波利用料制度 03-6238-1731 

 電波の利用状況調査・公表 03-6238-1942 

電波監理部電波利用環境課（23階）  

 不法無線局、混信・妨害、不要電波障害 03-6238-1939 

 
高周波利用設備 

登録検査等事業 
03-6238-1805 

 無線設備の技適マーク Q＆A 03-6238-1802 

電波監理部宇宙国際調査課 

（〒238-0115 三浦市初声町高円坊1691 

 三浦電波監視センター） 

 短波混信妨害（アマチュア局に限る） 046-888-2182  

 短波混信妨害（アマチュア局を除く） 046-888-2183 
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法務省 

 

［千葉地方法務局］ 

〒260-8518 千葉市中央区中央港１-11-３ 千葉地方合同庁舎１～５階 

管轄区域 千葉県 

窓口 相談内容 電話番号 取扱時間 

総務課 

（４階） 

千葉地方法務局全般に関する

お問合せ 
※043-302-1311 

平日 

８:30～17:15 

情報公開・個人情報保護に関

するお問合せ 
※043-302-1311 

不動産登記部門 

（２階） 
不動産登記に関するお問合せ 

 043-302-1312 

音声ガイダンス 

「１」土地の地番、

建物の家屋番

号の照会、各

種証明書、道

案内 

「２」不動産の表示

登記 

「３」登記相談の予

約申込み、そ

の他 

※登記に関する相談

は、事前予約制と

なっています。 

法人登記部門 

（１階） 

商業・法人登記に関するお問 

合せ 

 043-302-1315 

※登記に関する相談

は事前予約制とな

っています。 

不動産登記部門 

（２階） 

法人登記部門 

（１階） 

登記事項証明書、印鑑証明書 

等に関するお問合せ 

※支局・出張所等においても、

交付が可能です。 

〔※千葉地方法務局

不動産登記/商

業・法人登記の

管轄区域一覧

（ｐ４～６）参

照〕 

戸籍課   

（３階） 

戸籍事務及び成年後見登記に 

関するお問合せ 
 043-302-1316 

国籍事務に関するお問合せ  043-302-1317 

供託課 

（４階） 
供託事務に関するお問合せ  043-302-1318 

※  千葉地方法務局の代表電話におかけになった電話は、すべて自動音声により案内します 

ので、用件に応じて番号を選択することになります。  



- 4 - 
 

窓口 相談内容 電話番号 取扱時間 

人権擁護課 

（５階） 
人権問題に関するお問合せ 

 043-302-1319 

※ ただし、人権相談

については、こちらを

ご利用下さい。 

（みんなの人権110番) 

 0570-003-110 

（全国共通番号） 

（女性の人権ホットラ

イン） 

 0570-070-810 

（全国共通番号） 

（子どもの人権110番) 

 0120-007-110 

（全国共通番号） 

平日 

８:30～17:15 

（外国語人権相談ダイ

ヤル） 

 0570-090-911 

（全国共通番号） 

平日 

9:00～17:00 

※ 各市町村に法務大臣委嘱の「人権擁護委員」を配置 

  

【千葉地方法務局 不動産登記／商業・法人登記の管轄区域一覧】 

本局等・所在地・電話番号 不動産登記管轄区域 商業・法人登記管轄区域 

千葉地方法務局（本局） 

〒260-8518  

千葉市中央区中央港１-11-３ 

043-302-1312 

（不動産登記部門） 

   043-302-1315 

（法人登記部門） 

千葉市、習志野市 千葉県内全域 

市原出張所 

〒290-0062  

市原市八幡 2384-56 

※0436-41-3241（代表） 

市原市 

（① 各種証明書交付事

務、②印鑑提出等

に関する事務、印

鑑カードに関する

事務及び電子証明

書に関する事務

（千葉県内に本

店・主たる事務所

等が所在する会

社・法人等のもの

に限る）のみの取

扱い） 

（６ページもご覧ください。） 
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本局等・所在地・電話番号 不動産登記管轄区域 商業・法人登記管轄区域 

東金出張所 

〒283-0063  

東金市堀上 334-12 

※0475-52-2402（代表） 

東金市、山武市、大網白

里市、山武郡（九十九里

町） 

（同上） 

佐倉支局 

〒285-0811 

佐倉市表町１-20-11 

※043-484-1222（代表） 

佐倉市、四街道市、八街

市、印旛郡（酒々井町） 
（同上） 

成田出張所 

〒286-0014  

成田市郷部 1322  

※0476-23-2313（代表） 

成田市(香取支局の管轄に

属する地域を除く）、印

西市、白井市、富里市、

印旛郡（栄町） 

（同上） 

茂原支局 

〒297-0078  

茂原市高師台１-５-３ 

※0475-24-2188（代表） 

茂原市、長生郡（一宮

町・睦沢町・長生村・白

子町・長柄町・長南町）  

（同上） 

いすみ出張所 

〒298-0004 

いすみ市大原 7400-55 

※0470-62-2283（代表） 

勝浦市、いすみ市、夷隅

郡（大多喜町、御宿町） 
（同上） 

松戸支局 

〒271-8518 

  松戸市岩瀬 473-18 

※047-363-6278（代表） 

松戸市、流山市 （同上） 

柏支局 

〒277-0005 

  柏市柏６-10-25 

※04-7167-3309（代表） 

柏市、我孫子市、野田市 （同上） 

木更津支局 

〒292-0057  

木更津市東中央３-１-７ 

※0438-22-2531（代表）  

木更津市、袖ケ浦市、富

津市、君津市 
（同上） 

館山支局 

〒294-0045 

  館山市北条 2169-１ 

※0470-22-0620（代表） 

館山市、鴨川市、南房総

市、安房郡（鋸南町）  
（同上） 

匝瑳支局 

〒289-2141  

匝瑳市八日市場ハ 678-３ 

※0479-72-0334（代表） 

銚子市、旭市、匝瑳市、

香取郡（多古町）、山武

郡（芝山町、横芝光町） 

（同上） 

（次ページもご覧ください。） 
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本局等・所在地・電話番号 不動産登記管轄区域 商業・法人登記管轄区域 

香取支局 

〒287-0001  

香取市佐原ロ 2122-40 

※0478-52-3391（代表） 

香取市、香取郡（神崎

町，東庄町）、成田市の

うち旧香取郡大栄町（伊

能、臼作、大沼、川上、

官林、吉岡、久井崎、桜

田、柴田、新田、浅間、

大栄十余三、多良貝、津

富浦、稲荷山、東ノ台、

所、中野、南敷、奈土、

一鍬田、一坪田、堀籠、

前林、馬乗里、松子、水

の上、村田、横山）、成

田市のうち旧香取郡下総

町（青山、大菅、大和

田、小野、倉水、小浮、

猿山、地蔵原新田、新

川、高、高岡、高倉、冬

父、中里、名木、名古

屋、七沢、滑川、成井、

西大須賀、野馬込、平

川、四谷） 

（同上） 

船橋支局 

〒273-8558  

船橋市海神町２-284-１ 

※047-431-3681（代表） 

船橋市 

八千代市 
（同上） 

市川支局 

〒272-0805 

  市川市大野町４-2156-１ 

※047-339-7701（代表） 

市川市 

鎌ケ谷市 

浦安市 

（同上） 

※  千葉地方法務局の支局及び出張所（東金、いすみを除く。）におかけになった電話は、す 

べて自動音声により案内しますので、用件に応じて番号を選択することになります。 

※  千葉地方法務局では、登記相談を希望するお客様に、待ち時間なくご利用いただけるよ 

う登記相談を事前予約制としております。 

ご相談は、事前にお近くの法務局にご来庁日時をお申込みの上、ご来庁お願いします。 

      予約優先のため、予約されていないお客様には、長時間お待ちいただいたり、ご来庁当 

日に相談をお受けできない場合もございますので、あらかじめご了承願います。 

※  千葉県内の商業・法人登記事務はすべて本局（法人登記部門）で受付・審査事務を行っ 

ており、登記申請書はすべて本局に提出していただくこととなっています。 

    これまでは，誤って支局・出張所に商業・法人登記申請書の提出があった場合、適宜、 

その申請書を本局に回付する取扱いをしてきたところですが、平成３１年３月からその取 

扱いは廃止しています。ついては、支局・出張所では商業・法人登記申請書を受け取るこ 

とができませんのでご注意願います。 
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（参考 証明書発行請求機設置場所一覧） 

○ 印鑑カードをお持ちのお客様、地番・家屋番号がお分かりのお客様 

設置場所 
問い合わせ 

電話番号 
利用時間 

区分 

証明書 

 

不動産 

 

 

※１ 

証明書 

 

会社・ 

法人 

 

※２ 

会社・ 

法人 

印鑑 

証明書 

 

※３ 

要

約

書 

証明書 

 

地図・ 

図面 
備 考 

本局不動産

登記部門 

043-203 

-8283 

平 日 

８：30 

～ 

17：15 

 

○ ○ ○ × ○ 
※１.２  

コンピュー

タ化されて

いないもの

はご利用で

きません。 

※３ 

印鑑カード

をご持参く

ださい（代

表者の生年

月日の入力

が必要にな

ります）。 

松戸支局 
047-308 

-4313 
○ ○ ○ × ○ 

木更津支局 
0438-20 

-6155 
○ ○ ○ × ○ 

館山支局 
0470-25 

-3661 
○ ○ ○ × ○ 

船橋支局 
047-495 

-5421 
○ ○ ○ × ○ 

柏支局 

（柏支局）  

04-7160 

-3915 

○ ○ ○ × ○ 

野田市役所 

（野田市役

所１階市民

課隣に設置

されていま

す。） 

平 日 

9：00 

～ 

12：00 

 

13：00 

～ 

16：30 

○ ○ ○ × × 
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（参考）千葉地方法務局管内公証役場一覧 

名 称 所在地・電話番号 

千葉公証役場 

〒260-0015 千葉市中央区富士見１-14-13 

千葉大栄ビル８階 

  043-224-1408 または 043-227-3661 

成田公証役場 
〒286-0033 成田市花崎町 956 

  0476-22-1035 

茂原公証役場 

〒297-0026 茂原市茂原 640-10 

地奨第３ビル２階 

  0475-22-5959 

松戸公証役場 

〒271-0091 松戸市本町 11-５ 

明治安田生命松戸ビル３階 

  047-363-2091 

柏公証役場 

〒277-0011 柏市東上町７-18 

柏商工会議所５階 

  04-7166-6262 

木更津公証役場 

〒292-0057 木更津市東中央３-５-２-102 

第２三幸ビル１階 

  0438-22-2243 

館山公証役場 
〒294-0047  館山市八幡 32-２ 

 0470-22-5528 

銚子公証役場 

〒288-0044 銚子市西芝町３-９ 

銚子駅前大樹ビル２階 

   0479-23-6071 

船橋公証役場 

〒273-0011 船橋市湊町２-５-１ 

アイカワビル５階 

   047-437-0058 

市川公証人合同役場 

〒272-0021 市川市八幡３-８-18 

メゾン本八幡ビル 205 

  047-321-0665 

 ※１.  公証人は、法務省の地方支分部局である法務局又は地方法務局に所属し、法務大臣 

が指定する所属法務局の管轄区域内に公証役場を設置して事務を行います。 

        公証人の職務は、原則としてこの公証役場として開設した事務所で行うことになっ 

ています。 

        ただし、病院や嘱託人の自宅で遺言公正証書を作成するときや、当然職務の内容が 

他の場所で行われる貸金庫の開披、土地・建物の形状などについての事実実検公正証 

書を作成する場合には公証役場以外で執務を行うことになります。 

２. 公証人は、自己が所属する法務局・地方法務局の管轄外で職務を行うことはできな 

いことになっています。したがって、千葉県内にある公証役場の公証人は、千葉県内 

であれば出張できますが、県外には出張できません。もっとも、管轄区域外に居住す 

る嘱託人が他の管轄地にある公証役場に赴いて公正証書を作成することは可能です。 

ですから、九州に住む嘱託人でも、千葉県の公証役場に訪れてくれれば、当該公証 

役場の公証人が公証業務を行うことができることになります。 

     なお、会社等法人設立のための定款の認証ですが、千葉県内の公証役場の公証人が 

定款認証できるのは、本店所在地が千葉県内にある法人についてのみとなります。 
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出入国在留管理庁 

 
［東京出入国在留管理局］ 

         〒108-8255  東京都港区港南５-５-30  

管轄区域 
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、

長野県 

相談窓口・電話番号等 相談内容 受付時間 

総務課 

 03-5796-7250 

在留資格関係制度全般、入国・在留手続、

登録支援機関等 

※各部門にお繋ぎします。 

平日 

９:00～16:00 

外国人在留総合インフォメ

ーションセンター 

0570－013904  

（ＩＰ, ＰＨＳ, 海外 

03－5796－7112） 

FAX 

 03-5796-7125 

入国手続や在留手続等 

平日 

 ８:30～17:15 

 

 

［東京出入国在留管理局 成田空港支局］   

〒282-0004 千葉県成田市古込字古込１-１成田国際空港第２旅客ターミナルビル６階 

管轄区域 千葉県のうち成田国際空港の区域 

相談窓口・電話番号等 相談内容 受付時間 

総務課 

0476-34-2222 

FAX 

0476-30-1475 

入国審査等 
平日  

８:30～17:15 

※在留関係諸申請及び在留資格認定証明書交付申請については､原則として，申請人である 

外国人の住所地（在留資格認定証明書交付の場合は、原則として申請代理人となる受入れ機

関の所在地や親族の住所地）を管轄する地方局又は支局若しくは分担する出張所において手

続ができます。成田空港支局では、取り扱いません。  
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財務省 

 

［関東財務局 千葉財務事務所］     〒260-8607 千葉県千葉市中央区椿森５-６-１ 

管轄区域 千葉県 

相談窓口・電話番号 相談内容  受付時間 

総務課 

043-251-7212 

広報・財務行政相談・情報公開窓口 

経理・一般競争入札の資格審査 

平日 

８:30 

～12:00 

 

13:00 

～17:45 

 

財務課 

043-251-7213 

地方公共団体への融資関係業務 

地方経済情勢の調査等業務 

たばこ、塩、交付国債事務 

理財課 

043-251-7214 
金融機関、保険会社等の監督関係業務 

管財課 

043-251-7215 

国有財産の総括・監査・鑑定 

国の債権管理等事務 

国有財産売却情報案内 

第１統括国有財産管理官 

043-251-7814 

普通財産の管理処分 

‹担当地域›千葉市、館山市、木更津市、君津市、富 

津市、袖ヶ浦市、安房郡（鋸南町） 

第２統括国有財産管理官 

 043-251-7815 

普通財産の管理処分 

‹担当地域›茂原市、佐倉市、習志野市、勝浦市、市 

原市、八千代市、鴨川市、四街道市、南 

房総市、いすみ市、大網白里市、山武郡

（九十九里町）、長生郡（一宮町、白子 

町、長柄町、長南町、睦沢町、長生村）、 

夷隅郡（大多喜町、御宿町） 

第３統括国有財産管理官 

043-251-7816 

普通財産の管理処分 

‹担当地域›市川市、船橋市、東金市、鎌ヶ谷市、 

浦安市、八街市、印西市、白井市、 

富里市、山武市、印旛郡（酒々井町）、 

山武郡（芝山町、横芝光町） 

第４統括国有財産管理官 

043-251-7817 

普通財産の管理処分 

‹担当地域›銚子市、松戸市、野田市、成田市、旭市、

柏市、流山市、我孫子市、匝瑳市、香取

市、印旛郡（栄町）、香取郡（神崎町、 

多古町、東庄町） 

第５統括国有財産管理官 

 043-251-7216 

国家公務員宿舎の維持管理 

物納不動産引受関係事務 
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相談窓口・電話番号 相談内容  受付時間 

多重債務相談窓口 

（理財課） 

043-251-7830 

多重債務に関する相談 

 

平日 

８:30 

～12:00 

 

13:00 

～16:30 

※担当する課などがご不明の場合は、TEL 043-251-7211（代表）におかけください。 

 

（税関） 

［横浜税関本関］              〒231-8401 横浜市中区海岸通１-１ 

管轄区域 
宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県（東京税関の管轄に属す

る地域を除く。）及び神奈川県 

相談窓口 相談内容 電話番号 受付時間 

業務部       

税関相談官室 

税関手続き全般及び返還証券

に関すること 
045-212-6000 

平日 

9:00 

～17:00 

監視部      

別・託送品通関部門 

引越貨物・別送品に関するこ

と 
045-201-2474   

監視部       

取締部門 

船舶との交通、船用品の積込

等に関すること 
045-212-6070     

川崎外郵出張所   

税関相談官 
国際郵便物に関すること 044-270-5780   

平日   

9:00 

～17:00 

土曜日 

9:00 

～12:00 

（所在地）〒219-8799 

川崎市川崎区東扇島 88  川崎東郵便局５階 

 

［東京税関 成田税関支署］  

 〒282-8603 千葉県成田市古込字古込１-１ 成田国際空港第２旅客ターミナルビル６階 

管轄区域 

千葉県のうち                         

成田市、香取郡多古町及び山武郡芝山町のうち成田国際空港（成田

航空貨物出張所の管轄区域として、税関長が定める地域を除く。） 

相談窓口 相談内容 電話番号 受付時間 

 税関相談官 
税関手続きに関するに関すること

（旅客、手荷物） 

0476-34-2128 

 または 

0476-34-2129 

平日 

８:30 

～17:00 
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［東京税関 成田航空貨物出張所］   

〒282-8603 千葉県成田市駒井野字天並野 2159 成田空港合同庁舎内  

管轄区域 

千葉県のうち                         

成田市並びに香取郡のうち多古町及び山武郡のうち芝山町（これら

の地域のうち成田国際空港においては、成田空港官庁合同庁舎及び

保税地域に限る。） 

相談窓口 相談内容 電話番号 受付時間 

 税関相談官 
税関手続きに関するに関すること

（貨物） 
0476-32-6020 

平日 

８:30 

～17:00 

 

国税庁 

【東京国税局（千葉県内の税務署）】 

相談内容 相談窓口・所在地・電話番号 管轄区域 受付時間 

・国税に

ついての

申告及び

納税の相

談等 

 

・酒税に

ついての

申告及び

酒類製

造・販売

免許許可

等 

 

 

 

 

 

 

 

市川税務署 

 〒272-8573 

 市川市北方 1-11-10 

※047-335-4101 

市川市、浦安市 

平日 

８:30 

～17:00 

 

柏税務署 

 〒277-8522 

柏市あけぼの２-１-30 

※04-7146-2321 

野田市、柏市、我孫子

市  

木更津税務署 

〒292-8550 

  木更津市富士見２-７-18 

※0438-23-6161  

木更津市、君津市、富

津市、袖ケ浦市 

佐原税務署 

〒287-8555   

香取市北１-４-１ 

※0478-54-1331  

香取市、香取郡（神崎

町、多古町、東庄町） 

館山税務署 

〒294-8503 

  館山市北条 1164 

※0470-22-0101  

館山市、鴨川市、南房

総市、安房郡（鋸南

町） 

千葉西税務署 

〒262-8502 

 千葉市花見川区武石町 1-520 

※043-274-2111 

花見川区の一部、稲毛

区の一部、美浜区の一

部、習志野市、八千代

市 

※「千葉市内税務署管

轄地域の詳細一覧」

（ｐ14～16）参照 
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相談内容 相談窓口・所在地・電話番号 管轄区域 受付時間 

・国税に

ついての

申告及び

納税の相

談等 

 

・酒税に

ついての

申告及び

酒 類 製

造・販売

免許許可

等 

千葉東税務署 

〒260-8577 

千葉市中央区祐光１-１-１ 

※043-225-6811 

 

納税者支援調整官（職員の応対や調

査の仕方など税務行政全般につい

て、納税者からの相談に対応）配置 

中央区の一部、花見川

区の一部、稲毛区の一

部、若葉区、 美浜区

の一部 

※「千葉市内税務署管

轄地域の詳細一覧」

（ｐ14～16）参照 

 

平日 

８:30 

～17:00 

千葉南税務署 

〒260-8688  

千葉市中央区蘇我５-９-1 

※043-261-5571 

中央区の一部 緑区 

市原市 

※「千葉市内税務署管

轄地域の詳細一覧」

（ｐ14～16）参照 

銚子税務署 

〒288-8666 

 銚子市栄町２-１-１ 

※0479-22-1571 

銚子市、旭市、匝瑳市 

東金税務署 

〒283-8585 

 東金市東新宿１-１-12 

※0475-52-3121 

東金市、山武市、大網

白里市、 山武郡（九

十九里町、芝山町、横

芝光町） 

成田税務署 

〒286-8501  

成田市加良部 1-15 

※0476-28-5151 

成田市、佐倉市、四街

道市、 八街市、印西

市、白井市、富里市、

印旛郡（酒々井町、栄

町） 

 

 

船橋税務署 

〒273-8574  

船橋市東船橋５-７-７ 

※047-422-6511  

船橋市 

 

松戸税務署 

〒271-8533  

松戸市小根本 53-３ 

※047-363-1171 

松戸市、流山市、鎌ケ

谷市 

茂原税務署  

〒297-8501  

茂原市高師台１-５-１ 

茂原地方合同庁舎 

※0475-22-2166 

茂原市、勝浦市、いす

み市、長生郡（一宮

町、睦沢町、長生村、

白子町、長柄町、長南

町）、夷隅郡（大多喜

町、御宿町） 

※ 税務署におかけになった電話は、すべて自動音声により案内しますので、用件に応じ 

て番号を選択することになります。 

   具体的には、国税（所得税、法人税、贈与税、消費税等）に関する一般的な相談の場 

合は、「１」番を選択することにより、電話相談センターにつながります。 

   なお、税務署からの照会に対する問合せや個別的な相談等の場合は、「２」番を選択 
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することにより、税務署につながります。 

    「３」を選択していただくと消費税軽減税率電話相談センター又は各国税局の電話相 

談センターにおいて、消費税の軽減税率制度に関する一般的なご質問やご相談をお受け 

しております。 

 

（参考）「千葉市内税務署管轄地域の詳細一覧」 

【管轄地域の詳細（千葉市中央区）】 

千葉東税務署 〒260-8577 千葉市中央区祐光１-１-１ 

  043-225-6811 

あ 青葉町、旭町、市場町、稲荷町１～３丁目、亥鼻１～３丁目、院内１・２丁目 

か 春日１・２丁目、葛城１～３丁目、要町、亀井町、亀岡町 

さ 
栄町、寒川町１～３丁目、汐見丘町、新宿 1・2 丁目、新千葉１～３丁目、新田町、 

新町、神明町、末広１～５丁目 

た 
千葉寺町、千葉港、中央１～４丁目、中央港１・２丁目、椿森１～６丁目、鶴沢町、 

出洲港、道場北町、道場北１・２丁目、道場南１・２丁目、問屋町 

な 長洲１・２丁目、登戸１～５丁目 

は 
東千葉１～３丁目、東本町、富士見１・２丁目、弁天１～４丁目、本千葉町、 

本町１～３丁目 

ま 松波１～４丁目、港町、都町、都町１～３丁目 

や 矢作町、祐光１～４丁目 

千葉南税務署 〒260-8688 千葉市中央区蘇我５-９-１ 

043-261-5571 

あ 赤井町、今井１～３丁目、今井町、鵜の森町、大森町、生実町 

か 川崎町、川戸町 

さ 塩田町、白旗１～３丁目、蘇我１～５丁目、蘇我町２丁目 

た 大厳寺町 

な 新浜町、仁戸名町 

は 花輪町、浜野町、星久喜町 

ま 松ケ丘町、南生実町、南町１～３丁目、宮崎１・２丁目、宮崎町、村田町 

わ 若草１丁目 
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【管轄地域の詳細（千葉市花見川区）】 

千葉東税務署 〒260-8577 千葉市中央区祐光１-１-１ 

  043-225-6811 

な 西小中台 

ま 宮野木台１～４丁目 

千葉西税務署 〒262-8502 千葉市花見川区武石町 1-520 

 043-274-2111 

あ 朝日ケ丘１～５丁目、朝日ケ丘町、天戸町、内山町、宇那谷町 

か 
柏井１･４丁目、柏井町、検見川町１～３丁目、検見川町 5 丁目、犢橋町、こてはし台１

～６丁目 

さ 作新台１～８丁目、さつきが丘１･２丁目、三角町 

た 大日町、武石町１･２丁目、千種町 

な 長作台１･２丁目、長作町、浪花町 

は 畑町、花島町、花園町、花園１～５丁目、花見川 

ま 
幕張町１～６丁目、幕張本郷１～７丁目、瑞穂１～３丁目、南花園１･２丁目、み春野１

～３丁目 

や 横戸台、横戸町 

 

 

【管轄地域の詳細（千葉市稲毛区）】 

千葉東税務署 〒260-8577 千葉市中央区祐光１-１-１ 

043-225-6811 

あ 
穴川町、穴川１～４丁目、あやめ台、稲丘町、稲毛町４･５丁目、稲毛１～３丁目、 

稲毛台町、稲毛東１～６丁目 

か 柏台、黒砂１～４丁目、黒砂台１～３丁目、小中台町、小仲台１～９丁目 

さ 作草部１･２丁目、作草部町、園生町 

た 千草台１･２丁目、天台町、天台１～６丁目、轟町１～５丁目 

は 萩台町 

ま 緑町１･２丁目、宮野木町 

や 弥生町 
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千葉西税務署 〒262-8502 千葉市花見川区武石町１-520 

043-274-2111 

か 小深町 

さ 山王町 

な 長沼町、長沼原町 

ら 六方町 

 

【管轄地域の詳細（千葉市美浜区）】 

千葉東税務署 〒260-8577 千葉市中央区祐光１-１-１ 

043-225-6811 

あ 稲毛海岸１～５丁目 

さ 幸町１･２丁目、新港 

た 高洲１～４丁目、高浜１～７丁目 

千葉西税務署 〒262-8502 千葉市花見川区武石町１-520 

043-274-2111 

あ 磯辺１～８丁目、打瀬１～３丁目 

た 豊砂 

な 中瀬１･２丁目 

は 浜田１･２丁目、ひび野１･２丁目 

ま 幕張西１～６丁目、真砂１～５丁目、美浜 

わ 若葉１～３丁目 
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厚生労働省 
 

【共通ダイヤル】 

相談名・担当部局 相談内容 電話番号 

国民の皆様の声 

ダイヤル 

 よりよい厚生労働行政を行っていくために、

制度改善についてのご意見、不要だと思う制

度・支出に対するご指摘、ホームページに関す

るご意見などをお寄せください。 

03-3595-3535 

 

［千葉労働局］  

〒260-8612 千葉市中央区中央４-11-１ 千葉第二地方合同庁舎１階～4 階 

 ※開庁時間は、平日８:30～17:15 です（祝祭日及び年末年始（12／29～１／３）を除

く）。 

  ◆総合労働相談コーナー、無期転換ルール対応特別相談窓口の相談時間は 9:30～17:00 

です。 

管轄区域 千葉県 

相談内容 相談窓口・所在地・電話番号等 

労働条件、募集・採用、ハラスメント、職場環 

境を含め、労働問題に関するあらゆる分野の御 

相談 

（相談時間:９:30～17:00） 

千葉労働局総合労働相談コーナー 

〒260-8612  

千葉市中央区中央４-11-１  

千葉第二地方合同庁舎１階 

 043-221-2303 

千葉駅前総合労働相談コーナー 

〒260-0028  

千葉市中央区新町３-13 

千葉ＴＮビル４階 

043-246-4121 

フリーダイヤル 

0120-250650 

○ その他の総合労働相談コーナーは、

管轄の労働基準監督署（「労働基準監

督署・総合労働相談コーナー一覧」ｐ

20～21参照） 

情報公開・個人情報保護に関するお問合せ 
総務課（２階） 

043-221-4311 

賃金不払い、解雇に関する相談 

○管轄の労働基準監督署（「労働基準監

督署・総合労働相談コーナー一覧」ｐ

20～21参照） 
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相談内容 相談窓口・所在地・電話番号等 

労働時間、休日に関する相談  

○管轄の労働基準監督署 

雇用環境・均等室（２階） 

無期転換ルール対応特別相談窓口 

043-221-2307 

有期労働契約者等に関する特別措置法の認定に 

関する相談（相談時間:９:30～17:00） 

雇用環境・均等室（１階）指導部門 

     043-221-2307 

最低賃金、賃金・退職金制度の改善に関する 

相談 

労働基準部賃金室（３階） 

043-221-2328 

職場における危険な作業、 

衛生環境等、健康管理に関する相談 

○管轄の労働基準監督署(ｐ20～21参照) 

労働基準部健康安全課（３階） 

043-221-4312 

労災保険の加入に関する相談 

○管轄の労働基準監督署(ｐ20～21参照) 

総務部労働保険徴収課（２階） 

 043-221-4317 

労災保険の申請や給付に関する相談 

労災年金受給者の年金・介護問題等に関する 

相談 

○管轄の労働基準監督署(ｐ20～21参照) 

労働基準部労災補償課（３階） 

 043-221-4313 

雇用保険の加入に関する相談 

○管轄のハローワーク（公共職業安定所） 

（「千葉県内のハローワーク一覧」ｐ22

～29参照） 

職業安定部職業安定課（４階） 

043-221-4081 

雇用保険の申請や給付に関する相談 

○管轄のハローワーク（公共職業安定所） 

（「千葉県内のハローワーク一覧」ｐ22

～29参照） 

職業安定部職業安定課（４階） 

043-221-4081 

求人・求職の相談 

○管轄のハローワーク（公共職業安定所） 

（「千葉県内のハローワーク一覧」ｐ22

～29及び「その他職業紹介施設」ｐ29

～33参照） 

※一部のハローワークにおいて、平日（夜

間）及び土曜日の開庁を行っています（職

業相談・紹介の窓口のみ）。 

職業安定部職業安定課（４階） 

043-221-4081 

職業訓練の受講に関する相談 

○管轄のハローワーク（公共職業安定所） 

（「千葉県内のハローワーク一覧」ｐ22

～29参照） 

職業安定部訓練室（４階） 

043-221-4087 

労働者派遣事業に関する相談 

有料・無料職業紹介事業に関する相談 

職業安定部需給調整事業課（３階） 

043-221-5500 

FAX  043-201-1872  

  



- 19 - 
 

相談内容 相談窓口・所在地・電話番号等 

男女均等な取扱いに関する相談 

職場のセクシュアルハラスメントに関する相談 

妊娠中の働き方に関する相談 

パートタイム労働に関する相談 

雇用環境・均等室（１階）指導部門 

043-221-2307 

育児休業、介護休業等、仕事と家庭の両立に関 

する相談 

雇用環境・均等室（１階）指導部門 

043-221-2307 

育児休業給付・介護休業給付に関する相談 

○管轄のハローワーク（公共職業安定所） 

（「千葉県内のハローワーク一覧」ｐ22

～29参照） 

職業安定部職業安定課（４階） 

043-221-4081 

事業者の方のための雇用関係助成金  

 
・雇用調整助成金 

・労働移動支援助成金 

・特定求職者雇用開発助成金 

・トライアル雇用助成金 

・障害者雇用安定助成金 

・中途採用等支援助成金 

職業安定部職業対策課（４階） 

 043-221-4393 

 
・人材確保等支援助成金 

・キャリアアップ助成金 

・人材開発支援助成金 

職業安定部職業対策課分室 

〒260-0013 

 千葉市中央区中央３－３－１   

フジモト第一生命ビルディング６階 

 043-441-5678 

 
・両立支援等助成金 雇用環境・均等室（２階）企画部門 

 043-306-1860 

外国人労働者の職業相談及び雇用管理に関する 

相談 

○管轄のハローワーク（公共職業安定所） 

（「千葉県内のハローワーク一覧」ｐ22

～29参照） 

職業安定部職業対策課（４階） 

043-221-4391 

外国人労働者の労働条件に関する相談 

○管轄の労働基準監督署 

労働基準部監督課（３階） 

043-221-2304 
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相談内容 相談窓口・所在地・電話番号等 

外国人のための英語による労働相談窓口 

（賃金・労働時間・安全衛生・労災補償のトラ 

ブルなど） 

労働基準部監督課（３階） 

043-221-2304 

相談日：毎週火・木曜日 

相談時間 ９:30～17:00 

外国人のための中国語による労働相談窓口 

（賃金・労働時間・安全衛生・労災補償のトラ 

ブルなど） 

船橋労働基準監督署  

047-431-0182  

相談日：毎週月・木曜日  

相談時間 ９:30～17:00 

 

 

【労働基準監督署・総合労働相談コーナー一覧】  

※総合労働相談コーナーの相談時間は９:30～17:00 です。 

名称 所在地・電話番号等 管轄区域 

千葉労働基準監督署 

千葉総合労働相談コー

ナー 

〒260-8506 

千葉市中央区中央 4-11-1 

千葉第二地方合同庁舎３階 

平日 ８:30～17:15 

（祝日及び年末年始（12／29 

～１／３）を除く） 

労働条件関係 043-308-0671 

安衛関係   043-308-0672 

労災関係    043-308-0673 

総合労働相談コーナー 

043-382-3518 

千葉市、市原市、四街道市 

船橋労働基準監督署 

船橋総合労働相談コー

ナー 

〒273-0022 

船橋市海神町 2-3-13 

平日 ８:30～17:15 

 （祝日及び年末年始（12／29

～１／３）を除く） 

労働条件関係 047-431-0182 

安衛関係    047-431-0196 

労災関係    047-431-0183 

総合労働相談コーナー 

047-773-9381 

船橋市、市川市、習志野市、

八千代市、鎌ケ谷市、浦安

市、白井市 
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名称 所在地・電話番号等 管轄区域 

柏労働基準監督署 

柏総合労働相談コーナ

ー 

〒277-0005 

柏市柏 255-31 

平日 ８:30～17:15 

（祝日及び年末年始（12／29 

 ～１／３）を除く） 

労働条件関係 04-7163-0246 

安衛関係    04-7163-0247 

労災関係    04-7163-0248 

総合労働相談コーナー 

04-7110-7971 

柏市、松戸市、野田市、流山

市、我孫子市 

銚子労働基準監督署 

銚子総合労働相談コー

ナー 

〒288-0041 

銚子市中央町８-16 

  銚子労働総合庁舎４階 

平日 ８:30～17:15 

（祝日及び年末年始（12／29 

～１／３）を除く） 

 0479-22-8100 

銚子市、匝瑳市、旭市、香取

郡（東庄町） 

木更津労働基準監督署 

木更津総合労働相談コ

ーナー 

〒292-0831 

木更津市富士見２-４-14 

木更津地方合同庁舎３階 

平日 ８:30～17:15 

（祝日及び年末年始（12／29 

～１／３）を除く） 

 0438-22-6165 

木更津市、君津市、富津市、

袖ケ浦市、館山市、鴨川市、

南房総市、安房郡（鋸南町） 

茂原労働基準監督署 

茂原総合労働相談コー

ナー 

〒297-0018  

茂原市萩原町３-20-３ 

平日 ８:30～17:15 

（祝日及び年末年始（12／29 

～１／３）を除く） 

0475-22-4551 

茂原市、勝浦市、いすみ市、

長生郡（一宮町、睦沢町、白

子町、長柄町、長南町、長生

村）、夷隅郡（大多喜町、御宿

町） 

成田労働基準監督署 

成田総合労働相談コー

ナー 

〒286-0134 

成田市東和田字高崎 553-４ 

 平日 ８:30～17:15 

（祝日及び年末年始（12／29 

 ～１／３）を除く） 

0476-22-5666 

成田市、香取市、印西市、富

里市、印旛郡（栄町）、 香取

郡（神崎町、多古町) 

東金労働基準監督署 

東金総合労働相談コー

ナー 

〒283-0005 

東金市田間 65 

平日 ８:30～17:15 

（祝日及び年末年始（12／29 

 ～１／３）を除く） 

0475-52-4358 

東金市、佐倉市、八街市、山

武市、大網白里市、山武郡(九

十九里町、芝山町、横芝光

町)、印旛郡(酒々井町) 
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【千葉県内のハローワーク（公共職業安定所・出張所）一覧】 

※一部のハローワークの職業相談・職業紹介の窓口において、平日（夜間）及び土曜日の開庁を

行っています。 

◆平日の 17 時 15 分以後及び土曜日にご利用いただけるのは、職業相談・職業紹介の窓口の 

みとなります。 

 ◆雇用保険の各種手続（適用関係・給付関係）と求人受付の窓口は、平日の 8 時 30 分から

17 時 15 分までです。 

名称 所在地・電話番号等 管轄区域 

ハローワー

ク千葉 

〒261-0001 千葉市美浜区幸町１-１-３ 

 平日 ８:30～17:15 

 （祝日及び年末年始（12／29～１／３）を除く） 

 

043-242-1181（代表）（自動音声で案内） 

   部門コードを押していただくと、各課・部門に

おつなぎします。 

 担当部門がわからない方、総合案内をご希望の

方は「1#」を押してください。 

  雇用保険給付課  （11#） 

     雇用保険受給、失業認定、教育訓練給付等

のお問い合わせ 

  雇用保険適用課  （21#） 

   会社が行う雇用保険の手続き等（雇用保険

の取得喪失、雇用継続給付の手続き等） 

  求人部門     （31#） 

求人申し込み（従業員募集の続き） 

雇用指導部門   （32#）    

    障害者・高齢者の雇用確保措置の相談、各

種助成金の受理 

職業相談第１部門 （41#） 

職業相談第２部門 （42#） 

        職業相談や職業紹介等 

    専門援助部門    （43#） 

     障害がある方、長期療養者の方の専用窓口 

 

「人材サービスコーナー」（３階） 

   福祉（介護、看護、保育）、建設、警備、運輸 

分野についての、求人者及び求職者支援を実施 

する総合専門窓口 

   043-204-7123（直通） 

千葉市のうち中央区

（千葉南所の管轄区

域を除く）、美浜

区、花見川区、稲毛

区、若葉区、四街道

市、八街市、山武

市、山武郡（横芝光

町） 
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名称 所在地・電話番号等 管轄区域 

ハローワー

ク千葉 

（続き） 

「外国人雇用サービスコーナー」 

（通訳配置時間） 

英語       月  10:00～12:00 

13:00～15:30 

水 13:00～16:00 

金 13:00～16:00       

ポルトガル語  月 10:30～12:00  

13:00～15:30           

水 13:00～16:00 

スペイン語    金 13:00～16:00    

 

FAX  １階 043-204-6188  

２階  043-242-1162 

３階 043-242-1163 

 

 

ハローワー 

ク千葉南 

〒260-0842 千葉市中央区南町２-16-３  

海気館蘇我駅前ビル３階・４階 

平日 8:30～17:15 

土  10:00～17:00（第１・３のみ） 

（祝日及び年末年始（12／29～１／３）を除く） 

 

 043-300-8609（代表）（自動音声で案内） 

   部門コードを押していただくと、各課・部門に 

おつなぎします。 

    担当部門がわからない方、総合案内をご希望の

方は「1#」を押してください。 

雇用保険給付コーナー （11＃） 

    雇用保険適用コーナー （21＃） 

    求人・企画部門     （31＃） 

      職業相談部門      （41＃） 

      職業訓練コーナー    （42＃） 

    専門援助部門      （43＃） 

早期就職支援コーナー  （44＃） 

「外国人雇用サービスコーナー」 

（通訳配置時間） 

英語     木 10:00～12:00 

 13:00～15:00 

スペイン語 木 10:00～12:00 

 13:00～15:00 

中国語    火 10:00～12:00  

13:00～15:00 

FAX 043-300-8619 

千葉市のうち中央区

（赤井町、今井、今

井町、鵜の森町、大

森町、生実町、川崎

町、川戸町、塩田

町、白旗、蘇我町、

蘇我、大巌寺町、新

浜町、仁戸名町、花

輪町、浜野町、星久

喜町、松ヶ丘町、南

生実町、南町、宮

崎、宮崎町、村田

町、若草)、千葉市

緑区、市原市、東金

市、大網白里市、山

武郡（九十九里町） 
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名称 所在地・電話番号等 管轄区域 

ハローワー 

ク市川 

〒272-8543 市川市南八幡５-11-21 

平日 ８:30～17:15 

土  10:00～17:00（第２・４のみ） 

（祝日及び年末年始（12／29～１／３）を除く） 

 

 047-370-8609（代表）（自動音声で案内） 

   部門コードを押していただくと、各課・部門に 

おつなぎします。 

    担当部門がわからない方、総合案内をご希望の

方は「1#」を押してください。 

雇用保険受給         (11♯)  

雇用保険の適用     （21♯) 

事業所の社員募集と各種助成金の相談 

（31♯）  

職業相談          （41♯） 

職業訓練の相談      （42♯） 

障害のある方、新規学卒者、外国人の職業相 

談                    （43♯） 

「外国人雇用サービスコーナー」 

（通訳配置時間） 

    英語   水 10:00～12:00 

 13:00～15:00 

     中国語  水 10:00～12:00 

 13:00～15:00 

FAX  ３階  047-370-0017（庶務課） 

    ２階  047-370-8610 

（雇用保険課、求人・企画部門） 

      １階  047-370-0203 

（職業相談、専門援助部門） 

市川市、浦安市 

ハローワー

ク銚子 

〒288-0041 銚子市中央町８-16  

銚子労働総合庁舎１階・２階 

平日 ８:30～17:15 

 （祝日及び年末年始（12／29～１／３）を除く） 

 

 0479-22-7406（代表）  

FAX 0479-22-4620 

銚子市、匝瑳市、旭

市 

ハローワー

ク館山 

〒294-0047 館山市八幡 815-２ 

 平日 ８:30～17:15 

 （祝日及び年末年始（12／29～１／３）を除く） 

 

0470-22-2236（代表）  

FAX 0470-22-2241 

館山市、鴨川市、南

房総市、安房郡（鋸

南町） 
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名称 所在地・電話番号等 管轄区域 

ハローワー

ク木更津 

〒292-0831 木更津市富士見１-２-１  

スパークルシティ木更津５階 

 平日 ８:30～17:15 

 （祝日及び年末年始（12／29～１／３）を除く） 

 

 0438-25-8609（代表）  

FAX 0438-25-8601 

木更津市、君津市、

富津市、袖ケ浦市 

ハローワー

ク佐原 

〒287-0002 香取市北１-３-２ 

 平日 ８:30～17:15  

（祝日及び年末年始（12／29～１／３）を除く） 

 

 0478-55-1132（代表）  

FAX 0478-55-1262 

香取市、香取郡（神

崎町、多古町、東庄

町） 

ハローワー

ク茂原 

〒297-0078 茂原市高師台１-５-１  

茂原地方合同庁舎１階 

 平日 ８:30～17:15 

 （祝日及び年末年始（12／29～１／３）を除く） 

 

0475-25-8609（代表）  

FAX 0475-22-3794 

茂原市、長生郡（一

宮町、白子町、長柄

町、長南町、睦沢

町、長生村） 

ハローワー

クいすみ 

〒298-0004 いすみ市大原 8000-１ 

 平日 ８:30～17:15 

 （祝日及び年末年始（12／29～１／３）を除く） 

 

 0470-62-3551（代表）  

FAX 0470-63-1297 

勝浦市、いすみ市、

夷隅郡（大多喜町、

御宿町） 

ハローワー

ク松戸 

〒271-0092 松戸市松戸 1307-１  

松戸ビル３階 

平日 8:30～17:15  

土  10:00～17:00（第１・３のみ） 

（祝日及び年末年始（12／29～１／３）を除く） 

 

 047-367-8609（代表）（自動音声で案内） 

   部門コードを押していただくと、各課・部門に 

おつなぎします。 

    担当部門がわからない方、総合案内をご希望の

方は「1#」を押してください。 

雇用保険給付課         （11♯） 

 雇用保険適用課         （21♯） 

       求人・企画部門         （31♯） 

       職業相談第一部門        （41♯） 

       職業相談第二部門        （43♯） 

       専門援助部門           （46♯） 

      まつど新卒応援ハローワーク（48♯） 

 

松戸市、柏市、流山

市、我孫子市 
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名称 所在地・電話番号等 管轄区域 

ハローワー

ク松戸 

（続き） 

「外国人雇用サービスコーナー」 

（通訳配置時間） 

   英語     月 10:00～12:00  

13:00～15:00 

           火 10:00～12:00 

13:00～16:00 

ポルトガル語  火 13:00～17:00 

スペイン語   月 10:00～12:00 

 13:00～15:00 

中国語     水 13:00～17:00 

 

FAX 047-367-6221（雇用保険給付課） 

047-703-1888（雇用保険適用課） 

047-703-1880（求人・企画部門） 

047-367-8666（職業相談第一・第二部門） 

    047-367-8649（専門援助部門） 

    047-703-1770（庶務課） 

 

ハローワー

ク野田 

〒278-0027 野田市みずき２-６-１ 

 平日 ８:30～17:15 

（祝日及び年末年始（12／29～１／３）を除く） 

 

 04-7124-4181（代表）  

FAX 04-7122-9054 

野田市 

ハローワー

ク船橋 

ハローワーク船橋には第一庁舎と第二庁舎がありま

す。ご用件により担当する庁舎が異なりますのでご注

意ください。 

〔第一庁舎〕 

（事業主の方の雇用保険手続、求人募集手続、各種事

業主助成金の手続、障害者・外国人の方の職業相談・

職業紹介） 

〒273-0011 船橋市湊町 2-10-17 

  平日 8:30～17:15 

（祝日及び年末年始（12／29～１／３）を除く） 

 

 047-431-8287（代表）（自動音声案内） 

   部門コードを押していただくと、各課・部 

門におつなぎします。 

    担当部門がわからない方、総合案内をご希望の

方は「1#」を押してください。 

雇用保険適用コーナー     （21♯） 

継続給付コーナー       （22♯） 

求人コーナー           （31♯） 

雇用企画コーナー         （32♯） 

専門援助コーナー         （41♯） 

学卒コーナー             （42♯） 

船橋市、習志野市、

八千代市、鎌ケ谷

市、白井市 
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名称 所在地・電話番号等 管轄区域 

ハローワー

ク船橋 

（続き） 

  「外国人雇用サービスコーナー」 

（通訳配置時間） 

    英語          火 10:00～12:00 

13:00～15:00 

              金  10:00～12:00 

13:00～15:00 

ポルトガル語  火  10:00～12:00 

 13:00～15:00 

スペイン語   金 10:00～12:00 

 13:00～15:00 

中国語     月 10:00～12:00 

13:00～15:00 

FAX 047-435-1761 

（適用課、雇用企画部門、専門援助部門、求

人部門） 

     047-431-7766（庶務課） 

 

〔第二庁舎〕 

（会社を退職された方の失業給付受給手続、教育訓

練給付金の手続、求人情報の検索、職業相談・職業

紹介、職業訓練の相談・手続） 

〒273-0005 船橋市本町 2-1-1  

船橋スクエア 21 ビル 

  平日 8:30～17:15、水・金のみ～19:00 

  土 10:00～17:00（第１・３のみ） 

（祝日及び年末年始（12／29～１／３）を除く） 

※平日の 17 時 15 分以降及び土曜日にご利用いた

だけるのは、職業相談・職業紹介の窓口のみとなり

ます。 

 

 047-420-8609（代表）（自動音声案内） 

   部門コードを押していただくと、各課・部門に

おつなぎします。 

    担当部門がわからない方、総合案内をご希望の

方は「1#」を押してください。 

雇用保険給付コーナー     （11♯） 

雇用保険認定コーナー     （12♯） 

教育訓練給付コーナー     （13♯） 

職業相談・紹介コーナー   （41♯） 

職業訓練コーナー         （42♯） 

わかもの支援窓口         （44♯） 

FAX 047-420-2251（雇用保険給付課） 

047-420-2260（第一・第二職業相談部 

門） 
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名称 所在地・電話番号等 管轄区域 

ハローワー

ク成田   

ご利用のご用件により、庁舎が異なりますので、ご

注意ください。 

  平日 8:30～17:15、水・金のみ～19:00 

（祝日及び年末年始（12／29～１／３）を除く） 

 

〔からべ庁舎〕 

（障害者、外国人、新規学卒者等の職業相談・職業

紹介、事業主の方の雇用保険手続、求人募集手続、

各種事業主助成金の手続） 

〒286-0036 成田市加良部 3-4-2 

 0476-27-8609（代表）（自動音声案内） 

   部門コードを押していただくと、各課・部 

門におつなぎします。 

    担当部門がわからない方、総合案内をご希望の

方は「1#」を押してください。 

雇用保険の適用       （21♯） 

    継続給付の申請相談    （22♯） 

求人申込            （31♯） 

助成金の申請相談      （32♯） 

新規学校卒業予定者の職業相談・紹介 

（33♯） 

障害者、外国人の雇用保険受給手続き及 

び職業相談・紹介     （34♯） 

「外国人雇用サービスコーナー」 

（通訳配置時間） 

   英語         火 11:00～12:00 

13:00～16:00 

           木 11:00～12:00 

13:00～16:00 

ポルトガル語 火 11:00～12:00  

13:00～16:00 

スペイン語  木 11:00～12:00  

13:00～16:00 

中国語    金 11:00～12:00 

13:00～16:00 

FAX 0476-27-1532 

成田市、佐倉市、印

西市、富里市、印旛

郡、山武郡（芝山

町） 
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名称 所在地・電話番号等 管轄区域 

ハローワー

ク成田  

（続き）  

〔駅前庁舎〕 

（会社を退職された方の失業給付受給手続、教育訓

練給付金の手続、求人情報の検索、職業相談・職業

紹介、職業訓練の相談・手続） 

〒286-0033 成田市花崎町 828-11  

スカイタウン成田３階 

 0476-89-1700(代表)（自動音声案内） 

   部門コードを押していただくと、各課・部 

門におつなぎします。 

    担当部門がわからない方、総合案内をご希望の

方は「1#」を押してください。 

雇用保険受給手続き、教育訓練給付の手続き                

（11♯） 

      職業相談、職業紹介、職業訓練の相談申込、

求人検索               （41♯） 

 

FAX 0476-22-2625 

 

 
 

【その他の職業紹介施設】 

（マザーズハローワーク、マザーズコーナー） 

子育てをしながら働きたい方、仕事と家庭を両立したい方の支援を行っています。 

名称 所在地・電話番号等 

マザーズハローワー

クちば 

〒260-0028 千葉市中央区新町３-13  

千葉ＴＮビル１階 

 平日８:30～17:15 

 （祝日、年末年始（12／29～１／３）を除く） 

043-238-8100 

ハローワーク千葉南 

マザーズコーナー 

〒290-0050 市原市更級５-１-18 

市原市勤労会館（you ホール）１階 

月～水・金～土８:30～17:00 

（木曜・日曜・祝日及び年末年始（12／29～１／３）を

除く。ただし、木曜日が祝日の場合は、翌日の金曜も閉

庁です。） 

0436-26-8186  

ハローワーク市川 

マザーズコーナー 

〒272-0033 市川市市川南１-１-１ 

ザ・タワーズ・イースト３階 

平日９：00～17：30 

（祝日、年末年始（12／29～１／３）を除く） 

047-323-8609 
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名称 所在地・電話番号等 

ハローワーク木更津 

マザーズコーナー 

〒292-0831 木更津市富士見１-２-１ 

スパークルシティ木更津ビル５階 

平日８:30～17:15 

（祝日、年末年始（12／29～１／３）を除く） 

0438-25-0881 

ハローワーク松戸 

マザーズコーナー 

〒271-0092 松戸市松戸 1307-１ 

          松戸ビル３階 

平日８:30～17:15 

（祝日・年末年始（12／29～１／３）を除く） 

 047-367-8609 

ハローワーク船橋 

マザーズコーナー 

〒273-0005 船橋市本町１-３-１ 

船橋フェイスビル 5 階 

平日９:00～17:30 

（祝日・年末年始（12／29～１／３）を除く） 

047-423-3097 

ハローワーク成田 

マザーズコーナー 

〒286-8585 成田市花崎町 760 

成田市役所２階 

平日８:30～17:00 

（祝日・年末年始（12／29～１／３）を除く） 

0476-20-0567 

 

 

（新卒応援ハローワーク） 

学生（大学院・大学・短大・高専・専修学校、高校、中学）、および卒業後概ね 3 年以内の既

卒者の方の就職を支援する専門のハローワークです。 

名称 所在地・電話番号等 

千葉新卒応

援ハローワ

ーク 

〒261-0001 千葉市美浜区幸町１-１-３ 

        （ハローワーク千葉３階） 

 平日８:30～17:15 

（祝日・年末年始（12/29～１/３）を除く） 

043-242-1181（代表）（45＃） 

 留学生コーナー 

 利用対象者・・・○日本語能力検定 N1 以上（または同等以上）を保持し 

ている留学生 

○日本のビジネスマナーや雇用慣行の理解が一定程度あ 

り、日本人学生と同じ支援内容でも就職活動の継続に 

問題がないと判断される留学生 

ふなばし新

卒応援ハロ

ーワーク 

〒273-0005 船橋市本町１-３-１ 

フェイスビル９階  

 平日９：00～17:00 

 （祝日及び年末年始（12/29～１/３）を除く） 

  047-426-8474 
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名称 所在地・電話番号等 

まつど新卒

応援ハロー

ワーク 

〒271-0092 松戸市松戸 1307-1  

松戸ビル３階（ハローワーク松戸 内） 

平日８:30～17:15 

（祝日及び年末年始（12/29～１/３）を除く） 

  047-367-8609（代表）（48＃） 

  留学生コーナー 

  利用対象者・・・○日本語能力検定 N1 以上（または同等以上）を保持 

している留学生 

○日本のビジネスマナーや雇用慣行の理解が一定程度 

あり、日本人学生と同じ支援内容でも就職活動の継 

続に問題がないと判断される留学生 

 

 

（庁舎外窓口等）  

名称 所在地・電話番号等 

ハローワーク

プラザちば 

〒260-0028 千葉市中央区新町３-13  

千葉ＴＮビル１階 

平日 8:30～17:15、月・金のみ～19:00 

土 10:00～17:00（第２・４のみ） 

（祝日・年末年始（12/29～１/３）を除く） 

 043-238-8300 

ハローワーク

プラザ市原 

〒290-0050 市原市更級５-１-18  

市原市勤労会館（you ホール）１階 

月～水・金～土 ８:30～17:00 

（木曜・日曜・祝日及び年末年始（12/29～１/３）を除く。木曜日が

祝日に当たる場合は、翌日金曜日も閉庁） 

 0436-23-6941 

ハローワーク

プラザ柏 

〒277-0005 柏市柏４-８-１ 

    柏東口金子ビル３階 

平日 10:00～19:00 

（祝日・年末年始（12/29～１/３）を除く） 

04-7166-8609 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 32 - 
 

（地域職業相談室（ふるさとハローワーク）） 

 ハローワークが設置されていない市町村において、求人情報の検索・閲覧、一般求職者を対 

象とした職業相談・紹介を行っています。 

名称 所在地・電話番号等 

東金市地域

職業相談室 

〒283-0068  東金市東岩崎１-３ 

          東金市役所別館１階 

平日 8:30～17:00 

（祝日・年末年始（12/29～１/３）を除く） 

0475-52-1104 

旭市地域職

業相談室 

〒289-2504  旭市ニ 5127 

          旭市青年の家１階 

平日９:00～16:30 

（祝日・年末年始（12/29～１/３）を除く） 

 0479-62-5359 

浦安市地域

職業相談室 

〒279-0012  浦安市入船５-45-１ 

まちづくり活動プラザ 1 階 

平日９:00～17:15 

（第１・第３水曜日は、閉庁。その週の土曜日が開庁（但し、年末年始

（12/29～１/３）を除く） 

  047-381-8609 

鴨川市ふる

さとハロー

ワーク 

〒296-8601  鴨川市横渚 1450 

鴨川市役所 1 階 

平日９:30～17:00 

（祝日・年末年始（12/29～１/３）を除く） 

  04-7093-7853 

流山市地域

職業相談室 

〒270-0111  流山市江戸川台東１-４ 

                 新川ＪＡビル２階 

平日９:30～17:00 

（祝日・年末年始（12/29～１/３）を除く） 

  04-7156-7888 

我孫子市地

域職業相談

室 

〒270-1151  我孫子市本町２-４-２ 

サンビーンズビル６階 

平日９:30～17:00 

（祝日・年末年始（12/29～１/３）を除く） 

  04-7165-2786 

ふるさとハ

ローワーク

ならしの 

〒275-0016  習志野市津田沼５-12-12 

                サンロード津田沼ビル４階 京成津田沼駅直結 

平日９:00～17:00 

（祝日・年末年始（12/29～１/３）を除く） 

047-408-0055 

八千代市地

域職業相談

室 

〒276-8501  八千代市大和田新田 312-５ 

八千代市役所１階職業相談室 

平日９:00～17:00 

（祝日・年末年始（12/29～１/３）を除く） 

  047-483-1151（市代表番号） 
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名称 所在地・電話番号等 

佐倉市地域

職業相談室 

〒285-0005  佐倉市宮前３-４-１ 

ミレニアムセンター佐倉３階 

平日 8:30～17:00 

（祝日・年末年始（12/29～１/３）を除く） 

  043-483-3180 

 

 

（その他） 

名 称 所在地･電話番号 サービス内容 

千葉県ジョ

ブサポート

センター 

〒260-0028 千葉市中央区新町３-13 

          千葉ＴＮビル３階 

 平日 9:00〜17:00 

（※最終受付は 16:30） 

第１・３土曜日 10:00〜17:00 

（※最終受付は 16:30） 

（祝日・年末年始（12/29～１/３）を除く） 

043-245-9420 

 

千葉県が実施する生活・

就労支援と、ハローワーク

が実施する求人情報の提

供、及び職業相談・職業紹

介等のサービスを一体的に

提供しています。  

柏わかもの

ハローワー

ク 

〒277-0005 柏市柏４-８-１ 

柏東口金子ビル３階 

平日 10:15〜19:00 

（祝日・年末年始（12/29～１/３）を除く） 

04-7166-8611 

正規雇用での就職を目指

す、おおむね 45 歳未満の

若年の方の支援を行ってい

ます。 

予約制・担当者制（専門の

ナビゲーターが支援します） 

千葉市ふる

さとハロー

ワークいな

げ 

〒263-8733 千葉市稲毛区穴川４-12-１ 

          千葉市稲毛区役所２階  

職業相談・職業紹介コーナー 

 平日８:30〜17:00 

（祝日・年末年始（12/29～１/３）を除く） 

043-284-0800 

 生活支援・キャリア相談コーナー 

 平日 9:00〜17:00 

（祝日・年末年始（12/29～１/３）を除く） 

043-284-6360 

千葉市が実施する就労・

生活支援相談と、ハローワ

ークが実施する求人情報の

検索・閲覧、一般求職者を対

象とした職業相談を行って

います。 

千葉市ふる

さとハロー

ワークみど

り 

〒266-8733 千葉市緑区おゆみ野３-15-３ 

          千葉市緑区役所３階  

職業相談・職業紹介コーナー 

 平日８:30〜17:00 

（祝日・年末年始（12/29～１/３）を除く） 

043-300-1611 

 生活支援・キャリア相談コーナー 

 平日 9:00〜17:00 

（祝日・年末年始（12/29～１/３）を除く） 

043-292-8655 
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農林水産省 

 

［関東農政局千葉県拠点］   

本千葉町庁舎 〒260-0014 千葉県千葉市中央区本千葉町 10-18 

轟町庁舎   〒263-0021 千葉県千葉市稲毛区轟町５-１-４ 

管轄区域 千葉県 

相談内容 電話番号 担当部課 受付時間 

農政全般に関する総合窓口 

６次産業化相談窓口 

輸出証明書の発給・交付窓口 

 農業者・消費者・行政関係者

からの各種質問・相談に応じま

す。 

043-224-5611 地方参事官室 

 

平日 

８:30～12:00 

13:00～17:15

（祝日・年末年始

（12/29～１/

３）を除く） 食品表示 110 番 

食品の偽装表示、不審な食品

表示に関する情報など、食品の

表示に関する幅広い情報を受け

付けます。 

043-224-5613 食品表示チーム 

下記の業務は、専任となる職員を配置し体制を強化した上で、関東農政局（本局）が主体

となって行っています。 

○消費者相談、リスクコミュニケーション 消費・安全部消費生活課 

048-740-0358 

○食育                 消費・安全部消費生活課 

                         048-740-5276 
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国土交通省 

【共通ダイヤル】 

相談名・担当部局 相談内容 電話番号等 受付時間 

国土交通ホットラ

インステーション 

国土交通行政に関する皆様から

の要望、意見等を一元的にお受け

しています。 

03-5253-4150 

FAX  

03-5253-4192 

平日 

10:00 

～17:00 

道路緊急ダイヤル 

 道路利用者が幹線道路の異状等

を発見した場合に、直接道路管理

者に緊急通報できるようにすると

ともに、それを受けた道路管理者

は迅速に道路の異状への対応を図

ることによって、安全を確保しま

す。道路の穴ぼこ、路肩の崩壊な

どの道路損傷、落下物や路面の汚

れなど道路の異状が対象 

 ＃9910 
24 時間 

受付 

関東地方整備局  

道の相談室 

道路に関するご意見・ご要望 

※国土交通省、地方自治体、高速

道路会社等の道路管理者が密接に

連携して対応するため、相談いた

だいた内容、情報は関係する機関

に提供することがあります。 

048-600-4970 

FAX  

048-600-3737 

平日 

９:30 

～17:00 

海とみなとの 

相談室 

海と港に関する総合的な相談窓口 

 

海とみなとに関する総合的な相

談窓口として、以下のような相談

に応じます。 

・海やみなとの利用に関する相談 

・「総合的な学習の時間」に関す

る相談 

・みなとの構想や計画に関する相

談 

・みなとまちの活性化やウォータ

ーフロントに関する相談 

・海やみなとでの自然再生や緑地

の維持管理に関する相談 

・海での自然体験、環境学習に関

する相談 

・海洋土木技術に関する相談 

・みなとの防災に関する相談 

・その他海とみなとに関する相談 

0120-497-370

（全国共通番号） 

 

※ 発信地最寄り

の各地方整備局港

湾空港部及び各港

湾関係事務所等

（千葉県の場合

は、関東地方整備

局港湾空港部もし

くは千葉港湾事務

所）の相談室につ

ながります。 

平日 

９:30 

～12:00 

13:00 

～17:00 
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（河川に関する相談－千葉県関係分） 

［関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所］ 〒311－2424 潮来市潮来 3510  

管轄区域 常陸利根川（外浪逆浦を含む）、鰐川、北浦、横利根川及び霞ヶ浦 

担当部課 相談内容 電話番号 

総務課 事務所総合窓口及び総務全般に関する事務など 0299-63-2411 

経理課 
予算管理、契約・歳入、国有財産に関する事務な

ど 
0299-63-2412 

工務課 河川改修に関する設計、積算及び工事など 0299-63-2414 

調査課 
河川の計画全般、流量観測、水質調査、河川整備

計画策定など 
0299-63-2415 

湖沼環境課 
霞ヶ浦及び北浦の環境保全（水質浄化，湖内対

策，浚渫，覆砂，脱窒など） 
0299-63-2417 

管理課 
河川維持工事の設計積算、河川管理施設の管理運

営、水質事故・地震対応など 
0299-63-2418 

占用調整課 河川法に関する許認可事務全般など 0299-63-2419 

（注）１ 管轄区域は、事務所全体に係るものである（以下、河川事務所及び国道事務所に 

同じ）。 

   ２ 河川事務所及び国道事務所の各課の所掌事務の範囲は、事務所の課編成により、 

同一名称の課であっても異なる場合があります（以下、同じ）。 
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〔出張所一覧〕 

出張所名 所在地・電話番号 管轄区域（管理区間） 沿川市町村 

潮来出張所 

〒311-2424  

潮来市潮来 6124-6 

0299-62-2176 

常陸利根川 

（上流端； 

左岸：潮来市永山宇鳴津二百十七

番地先 

右岸：潮来市永山宇向津六十五番

地先 

（霞ヶ浦からの流出点）  

下流端； 

国土地理院調査による行政区画の

確定（平成 21 年３月 10 日総務

省告示第 120 号）に基づく潮来

市・神栖市境と香取市附洲新田地

先との延長線 ） 

横利根川 

（上流端；常陸利根川からの分派点 

 下流端； 

左岸：香取市佐原字南和田地先 

右岸：稲敷市西代地先 ） 

香取市 

波崎出張所 

〒314-0254  

神栖市太田 3109 

0479-46-0101 

常陸利根川 

（上流端； 

国土地理院調査による行政区画の

確定（平成 21 年３月 10 日総務

省告示第 120 号）に基づく潮来

市・神栖市境と香取市附洲新田地

先との延長腺   

下流端；利根川への合流点） 

 （注）1．千葉県内を管轄区域とする出張所のみ掲載している（以下、河川事務所及び国 

道事務所に同じ）。 

２．出張所の所掌事務は、管理区間における河川管理、河川工事の監督、河川法に 

関する許認可申請窓口、河川相談等である（以下、河川事務所の出張所に同じ）。 

    ３．管理区間の範囲は、「河川法第９条第２項の規定により河川の区間外の区間を指 

定区間として指定（昭和 46 年建設省告示第 396 号）等によるが、流端もしくは 

その付近に橋・公園等の目標物がある場合は、（ ）書きで記載している。 

４．常陸利根川に係る出張所の管理区間は、潮来市域河川部分が潮来出張所の担当、 

神栖市域河川部分が波崎出張所の担当となっている。 
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［関東地方整備局利根川上流事務所］ 〒349-1198 久喜市栗橋北 2-19-1  

管轄区域 

利根川上流のうち、下館河川事務所、渡良瀬川河川事務所、高崎河川国

道事務所、八ッ場ダム工事事務所、江戸川河川事務所、鬼怒川ダム統合

管理事務所及び品木ダム水質管理所の管轄区域を除く区間 

担当部課 相談内容 電話番号 

総務課 窓口受付、事務所内の庶務 0480-52-3952 

経理課 
工事・業務・役務等の契約事務、物品購入の手続

きなど 
0480-52-3953 

用地第一課 
用地補償事務（稲戸井調整池・後田樋管関連な

ど） 
0480-52-3954 

用地第二課 
用地補償事務（首都圏氾濫区域堤防強化対策関

連） 
0480-52-9855 

工務第一課 
堤防強化など河川事業に関する土木工事の設計・

積算、工事発注 
0480-52-3955 

工務第二課 
河川・道路・公園事業に関する建築物等の設計・

積算、工事発注・工事監督・保全 
0480-52-9461 

計画課 

河川事業に関する調査・計画・設計、事業執行に

関する関係機関との調整及び広報、河川整備基本

方針・河川整備計画関連業務、事業評価 

0480-52-3921 

調査課 
河川に関する、水理水文・水質の調査、利根川・

渡良遊水地の河川環境に関する調査・計画 
0480-52-3958 

沿川整備課 
首都圏氾濫区域堤防強化対策に関する調査・計

画・設計、埋蔵文化財調査の対応 
0480-52-3914 

防災対策課 

防災・危機管理対策の総合マネージメント、洪

水・地震への対応・関係機関との連絡窓口、電気

通信施設の設計・積算・発注業務 

0480-52-3956 

管理課 

河川維時に関する業務の設計及び工事発注、河川

監理施設の管理、渡良瀬貯水地の運用管理、水難

事故対応 

0480-52-3957 

占用調整課 河川法に関する許認可事務全般 0480-52-3960 

施設管理課 

揚排水機場、水門、樋門・樋管のポンプ、ゲート

など機械設備に関する設計・積算、発注及び災害

対策用機械、船舶などの運用管理 

0480-52-3961 
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[出張所一覧] 

出張所名 所在地・電話番号 管轄区域（管理区間） 沿川市町村 

目吹出張所 

〒278-0001 

野田市目吹 1482 

04-7122-3014 

利根川 

（上流端（利根川側）； 

左岸：茨城県・千葉県境 

   （関宿城跡）    

右岸：坂東市古布内地先（境町と

の行政境）  

上流端（江戸川側） 

江戸川との分派点 

下流端； 

左岸：利根運河との分派点 

右岸：鬼怒川との合流点 ） 

鬼怒川 

（上流端 滝下橋下流端（左岸側） 

 下流端 利根川への合流点 ） 

野田市 

守谷出張所 

〒302-0116  

守谷市大柏 355-7 

0297-48-2441 

利根川 

（上流端； 

左岸：利根運河との分派点    

右岸：江戸川との分派点  

下流端；大利根橋上流端 ） 

鬼怒川 

（上流端 滝下橋下流端（右岸側） 

下流端 利根川への合流点 ） 

柏市、 

我孫子市 
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［関東地方整備局江戸川河川事務所］ 〒278-0005 野田市宮崎 134  

管轄区域 

北千葉導水路（流山市大字駒木字駒木橋上 195－１から同市野々下

字後田 632－６の八木南橋までの区間） 

利根運河、江戸川、坂川、中川及び綾瀬川（荒川下流河川事務所の管

轄区域を除く。） 

首都圏外郭放水路 

担当部課 相談内容 電話番号 

総務課 
職員の福利厚生、人事、給与、研修等に関する

事務等 
04-7125-7311 

経理課 
契約、国有財産、物品、予算、歳入・歳出に関

する事務等 
04-7125-7312 

用地第一課 江戸川に係わる用地・補償事務等 04-7125-7313 

用地第二課 中川・綾瀬川に係わる用地・補償事務等 04-7125-7314 

工務第一課 
河川改修事業等に関する設計積算及び工事に関

する調整等 
04-7125-7315 

工務第二課 
河川・道路・公園事業に関する営繕関係の業務

全般 
04-7125-7340 

計画課 
河川改修事業等に係わる計画・調査及び設計、

総合治水対策等 
04-7125-7318 

品質確保課 
発注手続き（総括）、工事等の安全で円滑な実

施、品質確保に関する業務等 
04-7125-7361 

調査課 
河川環境整備の計画・調査、低水管理、水質関

連全般、外郭放水路見学窓口、広報等 
04-7125-7317 

高規格堤防推進室

沿川整備課 

高規格堤防堤防整備、首都圏氾濫区域堤防強化

対策の調査・計画に関する業務等 
04-7125-8112 

管理課 河川管理施設の維持・管理等 04-7125-7319 

防災対策課 
防災・水防関係、水文調査、電気通信施設に関

する業務等 
04-7125-7436 

占用調整課 河川法に関する許認可事務全般 04-7125-7320 

施設管理課 
ゲート・ポンプ等機械設備・管理設備、車両・

船舶等建設機械類に関する業務等 
04-7125-7321 
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[出張所一覧] 

出張所名 所在地・電話番号 管轄区域（管理区間） 沿川市町村 

江戸川上流出

張所 

〒344-0112 

春日部市西金野井

886 

048-746-0063 

江戸川 

（上流端 利根川との分派点    

下流端； 

左岸：野田橋下流端 

右岸：金野井橋下流端 ） 

野田市 

運河出張所 

〒270-0107 

流山市西深井 836 

04-7152-0102 

江戸川 

（上流端 

左岸：野田橋下流端 

右岸：金野井橋下流端 

下流端 

左岸：吉川市三輪野江地先 

（三郷市との行政境） 

右岸：流山市深井新田地先 ） 

利根運河〔全区間〕 

（上流端 利根川との分派点 

下流端 江戸川への合流点） 

野田市、 

柏市、 

流山市 

江戸川河口出

張所 

〒133-0062 

東京都江戸川区 

東篠崎町 250 

03-3679-1460 

江戸川 

（上流端； 

左岸：三郷市高洲地先 

（埼玉県・東京都行政境） 

右岸：松戸市下矢切地先 

  （市川市との行政境） 

下流端 海（東京湾） 

    （旧川を除く） ） 

旧江戸川 

（上流端 江戸川との分派点 

 下流端  

左岸：東京都江戸川区東篠崎町

の標杭右 

右岸：東京都江戸川区東篠崎町

276 番地先 

（江戸川水門） 

（東京都・千葉県行政境 

未確定） ） 

市川市 
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出張所名 所在地・電話番号 管轄区域（管理区間） 沿川市町村 

松戸出張所 

〒271-0042 

松戸市主水新田 

102 

047-343-3722 

江戸川 

（上流端； 

左岸：吉川市三輪野江地先 

（三郷市との行政境） 

右岸：流山市深井新田地先 

  「松戸出張所の管轄区域は右

岸のみ」 ） 

坂川 

（上流端 流山市野々下字後田

633-６地先の市道橋 

 下流端 

左岸：松戸市小金字金ノ下 672 

   -２ 

右岸：松戸市小金字金切 1069-

４ ） 

坂川放水路 

（上流端 坂川との分派点 

 下流端 江戸川への合流点 ） 

北千葉導水路 

（上流端 大堀川注水施設 

     （柏市流山市駒木地先） 

 下流端 流山市野々下字後田

632-６八木南橋下流

端 ） 

流山市、 

松戸市 
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［関東地方整備局利根川下流事務所］ 〒287-8510 香取市佐原イ 4149  

                            0478-52-6361（代表） 

管轄区域 

利根川下流（下館河川事務所及び霞ヶ浦河川事務所の管轄区域を除

く。） 

北千葉導水路（江戸川河川事務所の管轄区域を除く。） 

担当部課 相談内容 

総務課 
事務所への問い合わせの受付を始め、地域の皆様と事務所をつなぐ

総合窓口業務 

経理課 
予算管理、支払い、歳入等経理一般の事務、並びに工事・業務・物

品等の入札契約及び物品・国有財産の管理事務 

用地課 
事業用地を確保するために必要な土地の取得、権利の消滅、制限及

び工事を行うために必要となる借地等に関する事務 

工務課 
工事全般に関わる予算管理及び一般改修、河川環境、災害復旧、受

託・附帯工事、施設・構造物関係の工事及び設計 

品質確保課 

工事発注に係わる技術提案の審査・評価に関する業務、工事検査に

関する業務、品質確保施策に係わる調査・整理に関する業務、新技

術活用の促進に関する業務等 

調査課 

河川改修事業に係わる調査・計画、河川環境整備の調査・計画、水

理水文・水質の調査、沿川自治体・市民団体との地域連携、ＰＦＩ

事業及び広報一般等 

管理課 

利根川下流部の直轄区間（約 102km）及び、北千葉導水路（約

21km）の河川管理全般 

・水質事故、渇水対応窓口業務  

・砂利採取、構造物審査等の技術審査業務  

・管理協定、河川管理施設の操作規則関係対応業務  

・利根川、及び北千葉導水路の直轄管理区間における維持修繕業務 

占用調整課 
河川法に基づく許認可の事務手続き、河川や河川区域の指定、一級

河川に係る河川現況台帳の調製に関する業務 

防災対策課 

・地震、津波発生時の対応と情報提供及び河川管理施設等の被災情

況把握に関する業務 

・防災施設（河川防災ステーション、水防拠点等）の整備計画など

に関する業務  

・利根川下流管内の水位予測・情報提供、沿川市町村の洪水ハザー

ドマップ作成・水防協議会などの、国・県・自治体との調整窓口 

・防災情報システム及び電気通信施設の整備計画、維持管理及び運

用に関する業務 

施設管理課 

・ポンプ設備（排水機場、揚水機場、浄化施設）、ゲート設備（水

門、閘門、樋門、樋管）等の土木機械設備の維持管理（点検・整

備・修繕等）に関する業務 

・北千葉導水路全体の運用管理 

・災害対策用機械（排水ポンプ車・照明車）、車両、船舶、空調設備

等の維持管理、購入等に関する業務 
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[出張所等一覧] 

出張所名 所在地・電話番号 管轄区域（管理区間） 沿川市町村 

取手出張所 

〒302-0024 

取手市新町 1-1-2 

0297-72-1241 

利根川 

（上流端 大利根橋上流端 

下流端  

左岸：我孫子市・印西市境 

右岸：小貝川合流点 ） 

我孫子市 

安食出張所 

〒270-1512 

印旛郡栄町須賀 

856 

0476-95-0042 

利根川 

（上流端 

左岸 我孫子市・印西市境 

「安食出張所の管轄区域は左岸の 

み」 ） 

下流端 成田市・神崎町境 

（新利根川橋付近） ） 

成田市、 

印西市、 

印旛郡 

（栄町） 

管理課分室

（旧佐原出張

所業務） 

〒287-8510 

香取市佐原イ 

4149 

0478-95-3795 

利根川 

（上流端  

左岸：成田市・神崎町境 

（新利根川橋付近） 

右岸：河内町・稲敷市境 

 （新利根川橋付近） 

下流端 

左岸：香取市大倉・香取市一ノ分 

 目境〔旧佐原市・旧小見川 

町境〕 

（水郷落とし排水路沿） 

右岸：香取市大倉・香取市一ノ分 

   目境〔旧佐原市・旧小見川 

町境〕 ） 

香取市、 

香取郡 

（神崎町）  

小見川出張所 

〒289-0313 

香取市小見川 

4884-8 

0478-82-2629 

利根川 

（上流端 

左岸：香取市大倉・香取市一ノ分 

   目境〔旧佐原市・旧小見川 

町境〕 

（水郷落とし排水路沿） 

右岸：香取市大倉・香取市一ノ分 

 目境〔旧佐原市・旧小見川 

町境〕  

下流端 

左岸：東庄町・銚子市境 

右岸：神栖市横瀬・神栖市太田境 

〔旧神栖町・旧波崎町境〕） 

銚子市、 

香取市、 

香取郡 

（東庄町） 
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出張所名 所在地・電話番号 管轄区域（管理区間） 沿川市町村 

銚子出張所 

〒288-0056 

銚子市新生町 

1-9-13 

0479-22-1250 

利根川 

（上流端 

左岸：東庄町・銚子市境 

右岸：神栖市横瀬・神栖市太田境 

〔旧神栖町・旧波崎町境〕 

 下流端 海 ） 

銚子市 

北千葉導水路

管理支所 

〒270-1361 

印西市発作 1207 

04-7189-3211 

手賀川 

（上流端 手賀沼からの流出点 

     （手賀曙橋付近） 

下流端 利根川への合流点 ） 

北千葉導水路 

（上流端 利根川取水口 

     （我孫子市布佐地先） 

 下流端 大堀川注水施設 

     （柏市流山市駒木地先） 

我孫子市、 

柏市、  

印西市 
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（道路に関する相談－千葉県関係分） 

［関東地方整備局首都国道事務所］ 〒271-0072 千葉県松戸市竹ヶ花 86 

管轄区域 

一般国道 6 号（新宿拡幅）、14 号（亀戸小松川立体）の改築工事 

一般国道 298 号（東京外かく環状道路：通称「外環」）の新設及

び修繕工事、維持その他管理 

一般国道 357 号（東京湾岸道路）の新設工事 

千葉県の地域道路の構造の保全（除雪を含む。）に係る調整、指導及

び監督 

担当部課 相談内容 電話番号 

総務課 
職員の服務、庁舎の管理等、庶務全般に関する

事務 
047-362-4111 

経理課 
会計、入札、契約及び国有財産の管理等に関す

る事務 
047-362-4112   

用地課 

新宿拡幅、亀戸小松川立体等の事業用地の買収

及び損失補償等に関する事務、外環の事業用地

の買収及び損失補償等に関する事務 

047-362-4113 

工務課 

外環、東京湾岸道路、新宿拡幅、亀戸小松川立

体等の工事の実施計画及び施工管理等に関する

事務 

047-362-4114 

計画課 

外環、東京湾岸道路、新宿拡幅、亀戸小松川立

体等の企画、事業調整、調査及び工事の実施設

計等に関する事務 

047-362-5136 

管理課 
一般国道 298 号（葛飾区東金町～市川市高谷

地区）の開通区間の管理等に関する事務 
047-362-4151 

[出張所一覧] 

出張所等名 所在地・電話番号 管轄区域等（管理区間） 沿道市町村 

市川国道出張所 

〒272-0013 

市川市高谷 

2-9-25 

047-328-5304 

一般国道 298 号 

（起点：東京都葛飾区東金町８丁

目～終点：市川市高谷）の開通区

間の管理及び新宿拡幅の工事監督

等 

市川市 

（注）1．出張所の所掌事務は、管理区間における道路管理、道路工事の監督、道路法に関 

する許認可申請窓口等である（以下、国道事務所の出張所に同じ）。 

   ２．管理区間の範囲は、「一般国道の指定区間を指定する政令」（昭和 33 年政令第 

１64 号）等による（以下、国道事務所の出張所に同じ）。 
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[関東地方整備局千葉国道事務所] 〒263-0016 千葉県千葉市稲毛区天台 5-27-1 

管轄区域 

一般国道６号、14 号、16 号、51 号、126 号、127 号及び 409

号（アクアライン連絡道）の改築及び修繕工事、維持その他管理 

一般国道 357 号の新設及び修繕工事、維持その他管理 

一般国道 464 号（北千葉道路）の改築工事 

一般国道 468 号（首都圏中央連絡道路：通称「圏央道」）の新設

工事 

千葉県の地域道路の構造の保全（除雪を含む。）に係る調整、指導及

び監督 

担当部課 相談内容 電話番号 

総務課 受付窓口、庶務全般に関する事務 043-287-0311 

経理課 
予算管理、契約・歳入、国有財産に関する事務

など 
043-287-0313 

用地第一課 
事業用地の取得に係る補償・契約に関する事務

など 
043-287-0312 

用地第二課 
事業用地の取得に係る補償・契約に関する事務

など 
043-285-0320 

工務課 改築事業箇所に関する設計、積算及び工事など 043-285-0316 

計画課 
道路の計画及び調査、設計、渋滞対策、広報な

ど 
043-287-0314 

品質確保課 
工事の技術提案の審査、工事検査、品質確保施

策の調査・整理など 
043-285-0319 

管理第一課 
道路の管理及び占用許可に関する事務、共同

溝、電線共同溝の計画及び設計など 
043-285-0321 

管理第二課 
道路の維持、管理、修繕及び建設機械類の運

営、保管、整備など 
043-287-0315 

交通対策課 
交差点、歩道の改良、交通情報等の提供、交通

安全施設整備、特殊車両通行許可など 
043-285-0339 

防災情報課 
電気通信施設、防災情報システム、災害関係情

報の収集・整備・提供など 
043-285-0343 

【標識ＢＯＸ】（標識意見箱）http://www.mlit.go.jp/road/sign/main2.html 

 ＦＡＸ 043-253-9009 はがきも可（宛先は千葉国道事務所「標識ＢＯＸ係」ま

で） 
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[出張所一覧] 

出張所名 所在地・電話番号 管轄区域（管理区間） 沿道市町村 

千葉出張所 

 

〒260-0001 

 千葉市中央区都町 

1252-11 

043-233-0456 

一般国道 16 号 

（起点：千葉市若葉区殿台町～ 

終点：袖ヶ浦市神納〔木更津

境〕）、 

一般国道 51 号 

（起点：千葉市中央区中央 1 丁目

～終点：同市若葉区若松町 〔四街

道市境〕）、 

一般国道 51 号北千葉バイパス 

（起点：千葉市若葉区貝塚町～ 

終点：同区桜木町）、 

一般国道 126 号 

（起点：東金市台方～ 

終点：千葉市中央区中央 1 丁

目）、 

一般国道 357 号 

（起点：千葉市中央区村田町～ 

終点：同市中央区登戸 1 丁目） 

千葉市、 

市原市、 

袖ヶ浦市、 

東金市、 

八街市 

酒々井出張所 

〒285-0905  

印旛郡酒々井町 

上岩橋 1155 

043-496-5171 

一般国道 51 号 

（起点：四街道市上野（千葉市境） 

～終点：茨城県稲敷市西代（水郷大 

 橋含む）） 

四街道市、 

佐倉市、 

成田市、 

香取市、 

印旛郡 

（酒々井 

町） 

木更津出張所 

〒292-0834  

木更津市潮見 

3-17 

0438-22-4543 

一般国道 16 号 

（起点：木更津市牛袋〔袖ヶ浦市

境〕～ 

終点：富津市富津）、 

一般国道 127 号 

（起点：館山市北条～ 

 終点：木更津市桜町 2 丁目）、 

一般国道 409 号 

（起点：木更津市中島～ 

 終点：袖ヶ浦市坂戸市場） 

木更津市、 

富津市、 

館山市、 

南房総市、 

君津市、 

安房郡（鋸 

南町） 

柏維持修繕出

張所 

〒277-0853  

柏市吉野沢 3-9 

04-7143-4230 

 

一般国道６号 

（起点：東京都葛飾区金町 3 丁目

～終点：我孫子市青山字中新畑）、 

一般国道 16 号 

（起点：埼玉県春日部市西金野井

（金野井大橋含む）～ 

終点：白井市復〔船橋市境〕） 

松戸市、 

流山市、 

柏市、 

我孫子市、 

野田市、 

白井市 
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出張所名 所在地・電話番号 管轄区域（管理区間） 沿道市町村 

船橋出張所 

〒273-0002  

船橋市東船橋 

5-2-1 

047-424-5699 

一般国道 14 号 

（起点：千葉市花見川区幕張本郷 1

丁目～ 

終点：同市中央区登戸 1 丁目）、 

 ※一般国道 357 号と重複区間 

  千葉市美浜区真砂 5 丁目～ 

登戸 1 丁目 

一般国道 16 号 

（起点：船橋市小室町〔白井市境）～ 

終点：千葉市若葉区殿台町）、 

一般国道 357 号 

（起点：千葉市美浜区真砂 5 丁目～ 

終点：東京都江戸川区堀江町 

 （舞浜大橋含む）） 

千葉市、 

船橋市、 

八千代市、 

習志野市、 

市川市、 

浦安市 
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（道路運送、自動車登録に関する相談） 

[関東運輸局千葉運輸支局] 〒261-0002 千葉市美浜区新港 198 

管轄区域 千葉県 

代表番号 043-242-7336 

ガイダンス開始後 

希望の担当番号を入力 

FAX 

保安担当 選択番号「１」 

（輸送担当、監査担当、検査・整備・保安部門） 

043-244-0760 

 

（総務企画担当、登録担当、海事担当） 

043-247-5229 

輸送担当・監査担当 選択番号「２」 

整備担当 選択番号「３」 

海事担当 選択番号「４」 

総務企画担当 選択番号「５」 

[千葉県内の自動車の登録・検査に関する問い合わせ窓口] 

事務所名 電話番号等 自動車の登録関係管轄区域 

千葉運輸支局 

〒261-0002 

千葉市美浜区 

新港 198 

050-5540-2022 

FAX  

043-247-5229 

千葉市、四街道市、佐倉市、八街市、東

金市、富里市、山武市、成田市、匝瑳

市、香取市、旭市、銚子市、大網白里

市、山武郡（九十九里町、芝山町、横芝

光町）、香取郡（多古町、神崎町、東庄

町）、印旛郡（酒々井町） 

野田自動車検査登録 

事務所 

〒278-0013 

 野田市上三ケ尾 

207-22 

050-5540-2023 

FAX 

04-7120-2030 

野田市、流山市、松戸市、柏市、我孫子

市 

習志野自動車検査登録 

事務所 

〒274-0063  

船橋市習志野台 

8-57-１ 

050-5540-2024 

FAX 

047-469-3133 

船橋市、八千代市、習志野市、市川市、

鎌ケ谷市、浦安市、印西市、白井市、印

旛郡（栄町） 

袖ケ浦自動車検査登録 

事務所 

〒299-0265 

 袖ケ浦市長浦 

580-77 

050-5540-2025 

FAX 

0438-63-5527 

市原市、袖ケ浦市、木更津市、君津市、

富津市、鴨川市、勝浦市、館山市、南房

総市、茂原市、いすみ市、安房郡（鋸南

町）、夷隅郡（大多喜町、御宿町）、長生

郡（一宮町、白子町、長柄町、長南町、

睦沢町、長生村） 
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（気象行政相談や、施設見学、出前講座、取材などの窓口） 

[銚子地方気象台]  〒288-0001 銚子市川口町 2-6431 銚子港湾合同庁舎 3 階 

管轄区域 千葉県 

相談窓口・電話番号 相談内容 受付時間 

業務・危機管理官 

 0479-22-0374 
業務全般の窓口 

平日 

8:30～17:15 

 

 

防衛省 

 

[北関東防衛局千葉防衛事務所]  

〒260-0013 

           千葉市中央区中央４-11-１ 千葉第２地方合同庁舎 3 階 

            043-221-3541（代表） 

                       ＦＡＸ 043-221-3542 

管轄区域 千葉県 

相談内容 受付時間 

防衛施設と周辺地域との調和を図るため、住宅防音工事等の助成や、米

軍人等との交通事故等で損害を受けられた方への損害賠償などの問い合わ

せ 

平日 

8:30～17:15 
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独立行政法人・特殊法人等 

（独立行政法人） 

[日本学生支援機構] 

【共通ダイヤル】 

施設名・電話番号 相談内容 

奨学金相談センター 

0570‐666‐301（ナビダイヤル） 

03‐6743‐6100 

（海外からの電話、一部携帯電話、一部ＩＰ電話から） 

平日 ９:00～20:00 

（祝日・年末年始を除く） 

① 給付奨学金の給付 

② 貸与奨学金の貸付 

③ 貸与奨学金の返還 

※高等学校・専修学校（高等課

程）の奨学金事業は、各都道

府県の奨学金担当窓口にお問

い合わせください。 

 

[高齢・障害・求職者雇用支援機構]（千葉県内に設置・運営する施設） 

施設名・所在地・電話番号 お問合せ内容 

千葉支部 

千葉障害者職業センター 

〒261-0001 

千葉市美浜区幸町 1-1-3 

ハローワーク千葉 4 階 

    043-204-2080 

①  障害者に対する職業評価・職業指導 

② 障害者に対する職業準備支援 

③ 障害者及び事業主に対する職場適応援助者（ジ 

ョブコーチ）による支援 

④ うつ病等の精神疾患による休職者及びその雇用 

事業主に対する職場復帰支援（リワーク支援） 

⑤ 事業主に対する障害者の雇用管理に関する相

談・支援 

⑥ 関係機関に対する職業リハビリテーションに関

する支援方法に係る助言、援助 

千葉支部 

高齢・障害者業務課 

〒261-0001 

千葉市美浜区幸町 1-1-3 

ハローワーク千葉５階 

   043-204-2901 

①  高齢者雇用に関する相談・援助 

② 高齢者雇用に関する給付金及び障害者雇用に関 

する助成金の支給申請の受付 

③ 障害者雇用納付金制度に基づく申告・申請 

③  障害者雇用に関する講習・情報提供、啓発等 

千葉支部 

千葉職業能力開発促進センター 

（ポリテクセンター千葉） 

〒263-0004 

千葉市稲毛区六方町 274 

  043-422-2224 

①  求職者を対象にした各種職業訓練 

② 在職者を対象にした能力開発セミナー・生産性 

向上支援訓練・ＩT 活用力セミナー 

③ 事業主等に対する施設・設備の貸出や訓練の実 

施についての各種相談・援助 

④ 求職者支援訓練における 

・訓練の認定申請の審査・認定 

・訓練実施に関する指導・助言等 
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施設名・所在地・電話番号 お問合せ内容 

千葉支部 

千葉職業能力開発促進センター 

君津訓練センター 

（ポリテクセンター君津） 

〒299-1142 

君津市坂田 428 

0439-52-0219 

①  求職者を対象にした各種職業訓練 

②  在職者を対象にした能力開発セミナー 

③   事業主等に対する施設・設備の貸出や訓練の実

施についての各種相談・援助 

千葉支部 

千葉職業能力開発促進センター 

高度訓練センター 

（高度ポリテクセンター） 

〒261-0014 

千葉市美浜区若葉 3-1-2 

043-296-2580 

①  求職者を対象とした各種職業訓練 

②  在職者を対象にした能力開発セミナー 

③  事業主等に対する施設・設備の貸出や訓練の実 

施についての各種相談・援助 

千葉支部 

千葉職業能力開発短期大学校 

（ポリテクカレッジ千葉） 

千葉キャンパス 

〒260-0025 

千葉市中央区問屋町 2-25 

  043-242-4166 

 成田キャンパス 

 〒286-0045 

成田市並木町 221-20 

  0476-22-4351 

①  高校卒業者等を対象に技術革新に対応できる高 

度な知識と技能・技術を兼ね備えた実践技能者

（テクニシャン・エンジニア）の育成（専門課程） 

②  在職者を対象にした能力開発セミナー 

③  事業主等に対する施設・設備の貸出や訓練の実 

施についての各種相談・援助 

 

 

[労働者健康安全機構 千葉産業保健総合支援センター] 

〒260-0013 千葉市中央区中央 3-3-8 オーク千葉中央ビル 8 階 

電話番号等 相談内容 

043-202-3639 

FAX  043-202-3638 

○ 専門的産業保健相談（利用時間：平日 8:30～17:15） 

 ※ ご相談は事業所に勤務している産業医、保健師・看護 

  師、衛生管理者、（安全）衛生推進者、労務・安全衛生担 

  当者様など産業保健や労働衛生に携わっている方々を対 

  象 

※予約制（予約をご希望の場合はお問い合わせを） 
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（独立行政法人に準ずる法人） 

[日本司法支援センター（通称：法テラス）] 

名称・所在地・電話番号・受付時間 相談内容 

法テラスサポートダイヤル 

（共通ダイヤル） 

※法的トラブルでお困りの方 

0570-078374 

（全国共通・PHSも受信可能） 

（ＩP電話からは 

03-6745-5600） 

平日 9:00～21:00 

土曜 9:00～17:00 

法的トラブルでお悩みの方のお問い合わせに対

し、適切な法制度、関係機関（法律相談・公的機

関窓口等）の紹介 

法テラスサポートダイヤル 

（共通ダイヤル） 

※犯罪被害にあわれた方 

0570-079714 

（全国共通・PHSも受信可能） 

（ＩP電話からは 

03-6745-5601） 

平日 9:00～21:00 

土曜 9:00～17:00 

犯罪被害者支援を行なっている機関・団体との

連携のもと、各地の相談窓口の情報を収集し、

「その方が必要とされている支援」を行っている

窓口をご案内 

また、被害にあわれた方やご家族の方などが、

その被害に係る刑事手続に適切に関与したり、お

受けになった損害・苦痛の回復・軽減を図るため

の法制度に関する情報を提供 

さらに、弁護士による法律相談等の支援を必要

とされる場合には、個々の状況に応じて、弁護士

をご紹介 

法テラス千葉 

〒260-0013 

千葉市中央区中央４-５-１ 

  Qiball（きぼーる）２階 

050-3383-5381 

平日 9:00～17:00 

※要予約 

法テラス千葉での相談となります。来

所が困難な方は、ご相談ください。 

 一般相談（離婚・相続・損害賠償・金銭トラブル・

不動産・クレジット・サラ金など民事全般） 

※ 収入額等が一定額以下の方を対象とした無料

法律相談。 

※ 相談時間は１回30分 

  同じ問題で３回まで相談可能 

法テラス松戸 

〒271-0092 

松戸市松戸1879-1  

松戸商工会議所会館３階  

 050-3383-5388 

平日 9:00～17:00 

※要予約 

一般相談（離婚・相続・損害賠償・金銭トラブ

ル・不動産・クレジット・サラ金など民事全般） 

※ 収入額等が一定額以下の方を対象とした無料

法律相談。 

※ 相談時間は１回 30 分 

  同じ問題で３回まで相談可能 

※ 登録弁護士・司法書士の事務所における無 

料法律相談を電話で案内 
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（特殊法人） 

[日本郵政株式会社グループ] 

【共通ダイヤル】 

相談窓口・電話番号 相談内容 受付時間 

日本郵便株式会社 

お客様サービス相談センター 

0120-23-28-86（通話料無料） 

0570-046-666 

（携帯受付・通話料有料） 

0570-046-111（通話料有料・英語） 

ゆうパック、郵便物・はが

き・切手、配達状況・集荷な

ど郵便全般に関する問い合

わせ・ご連絡 

平日 

8:00～22:00 

土・日・休日 

9:00～22:00 

株式会社ゆうちょ銀行 

ゆうちょコールセンター  

0120-108420（通話料無料） 

貯金・送金・ATM等の商品・

サービスについてのご相談

（苦情を含む）・お問い合わ

せ 

平日 

8:30～21:00 

土・日・休日 

9:00～17:00 

 

（12／31 

～１／3）   

9:00～17:00 

株式会社ゆうちょ銀行 

カード紛失センター 

0120-794889（通話料無料） 

ゆうちょ銀行のキャッシュ

カードや通帳・証書の紛失、

盗難被害にあった時の届出 

年中無休 

24 時間受付 

株式会社かんぽ生命 

かんぽコールセンター  

0120-552-950（通話料無料） 

かんぽ生命の保険商品・サ

ービスに関するお問い合

せ・ご相談 

平日 

9:00～21:00 

土・日・休日 

9:00～17:00 

（１／１～ 

１／3 を除

く。） 
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[株式会社 日本政策金融公庫] 

【共通ダイヤル】 

ダイヤル名・電話番号 相談内容・受付時間 

事業資金相談ダイヤル 

0120-154-505 

事業資金のご相談 

平日 9:00～17:00 

（これから創業をお考えの方、創業間もない方、個人企

業・小規模企業の方の相談は、平日 9:00～19:00） 

 音声ガイダンスに従って、ご希望のメニューを選択して下さい。 

 「０」これから創業をお考えの方、創業間もない方（創業ホットライン） 

 「１」個人企業・小規模企業の方 

 「２」中小企業の方 

 「３」農林漁業者や国産農林水産物の加工流通業者の方 

教員ローンコールセンター 

 

 0570-008656 

教員ローンのご相談 

平日 9:00～21:00、土曜日 9:00～17:00 

※祝日、年末年始（12／31～１／3）はご利用いただきま

せん。 

[千葉県内の支店] 

支店名・所在地 事業名・電話番号 相談内容 業務区域 

千葉支店 

〒260-0028 千葉市中央区新町1000 センシティタワー 

 国民生活事業 

（12階） 

043-241-0078 

小規模企業向けの

小口資金や新規開業

資金、教育ローンな

ど 

千葉市（中央区、花見川区、

稲毛区、若葉区、緑区、美浜

区）、銚子市、木更津市、茂

原市、成田市、佐倉市、東金

市、旭市、市原市、君津市、

四街道市、袖ヶ浦市、八街

市、富里市、匝瑳市、香取

市、山武市、いすみ市、大網

白里市、印旛郡（酒々井

町）、香取郡（神崎町、多古

町、東庄町）、山武郡（九十

九里町、芝山町、横芝光

町）、長生郡（一宮町、白子

町、長柄町、長南町、睦沢

町、長生村）、夷隅郡（大多

喜町、御宿町） 
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支店名・所在地 事業名・電話番号 相談内容 業務区域 

千葉支店 

（続き） 

中小企業事業 

（11階） 

043-243-7121 

中小企業向け長期

事業資金の融資 

※業種及び企業の規

模（資本金・従業

員）により定められ

ています。 

千葉市（中央区、花見川区、

稲毛区、若葉区、緑区、美浜

区）、銚子市、市川市、船橋

市、館山市、木更津市、茂原

市、成田市、佐倉市、東金

市、旭市、習志野市、勝浦

市、市原市、八千代市、鴨川

市、鎌ケ谷市、君津市、富津

市、浦安市、四街道市、袖ケ

浦市、八街市、富里市、南房

総市、匝瑳市、香取市、山武

市、いすみ市、大網白里市、

香取郡（神崎町、多古町、東

庄町）、山武郡（九十九里

町、芝山町、横芝光町）、長

生郡（一宮町、白子町、長柄

町、長南町、睦沢町、長生

村）、夷隅郡（大多喜町、御

宿町）安房郡（鋸南町）、印

旛郡（酒々井町）、印西市の

うち旧印旛村 

農林水産事業 

（1４階） 

043-238-8501 

農林漁業や国産農

林水産物を取り扱う

加工流通分野の長期

事業資金の融資 

千葉県全域 

船橋支店 〒273-0005 船橋市本町1-10-10 船橋商工会議所会館１階 

 
国民生活事業 

047-433-8252 

小規模企業向け

の小口資金や新規

開業資金、教育ロ

ーンなど  

市川市、船橋市、習志野市、八

千代市、鎌ヶ谷市、浦安市 

館山支店 〒294-0045 館山市北条1063-2 

 
国民生活事業 

0470-22-2911 
同上 

館山市、勝浦市、鴨川市、富津

市、南房総市、安房郡（鋸南町） 

松戸支店 〒271-0091 松戸市本町7-10 ちばぎんビル５階 

 
国民生活事業 

047-367-1191 

同上 松戸市、野田市、柏市、流山市、

我孫子市、印西市、白井市、印

旛郡（栄町） 
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[日本年金機構] 

【共通ダイヤル】（電話でのお問合せ・ご相談） 

相談窓口・電話番号 相談内容 受付時間 

ねんきんダイヤル 

0570-05-1165（ナビダイヤル） 

03-6700-1165 

（050で始まる電話でおかけになる場合） 

一般的な年金相談 

 

 

 

※月曜日 

8:30～19:00 

火～金曜日 

8:30～17:15 

第２土曜日 

9:30～16:00 

ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダ

イヤル 

0570-058-555（ナビダイヤル） 

03-6700-1144 

（050で始まる電話でおかけになる場合） 

「ねんきん定期便」「ねんき

んネット」、「厚生年金加入記

録のお知らせ」に関する相談 

ねんきん加入者ダイヤル 

国民年金加入者向け 

0570-003-004（ナビダイヤル）  

03-6630-2525 

（050で始まる電話でおかけになる場合） 

 

事業所、厚生年金加入者向け 

0570-007-123（ナビダイヤル） 

03-6837-2913 

（050で始まる電話でおかけになる場合） 

一般的な年金の加入に関す

る相談 

平日 

8:30～19:00 

第２土曜日 

9:30～16:00 

年金事務所、街角の年金相談センター来訪 

予約受付専用電話 

0570-05-4890（ナビダイヤル） 

03-6631-7521 

（050で始まる電話でおかけになる場合） 

来訪相談のご予約 
平日 

8:30～17:15 

 ※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に 19:00 まで相談をお受けします。 

  祝日（第２土曜日を除く）、12／29～１／３は、ご利用いただけません。 
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[千葉県内の年金事務所] 

事務所名 所在地、電話番号 

管轄区域 

健康保険、厚生年金保険、国民年金 船員保険 

千葉 

〒260-8503 

千葉市中央区中央港 

1-17-1 

043-242-6320 

（ナビダイヤル） 

千葉市（中央区、若葉区、緑区）、 

茂原市、東金市、勝浦市、山武市、 

いすみ市、大網白里市、山武郡（九

十九里町、芝山町、横芝光町）、 

長生郡（一宮町、白子町、長柄町、

長南町、睦沢町、長生村）、夷隅郡

（大多喜町、御宿町） 

千葉県内

全域 

千葉 

 

（茂原 

分室） 

〒297-8511 

茂原市道表１番地 

 茂原市役所内 

0475-23-2530 

（ナビダイヤル） 

― ― 

※電話による年金相談は、受付けていません 

幕張 

〒262-8501 

千葉市花見川区幕張本郷

1-4-20 

 043-212-8621 

（ナビダイヤル） 

千葉市（花見川区、稲毛区、美浜区）、

佐倉市、習志野市、四街道市、八街市、

富里市、印旛郡（酒々井町） 

― 

船橋 

〒273-8577 

船橋市市場4-16-1 

047-424-8811 

（ナビダイヤル） 

船橋市、八千代市、印西市、白井市、

印旛郡（栄町） 

― 

市川 

〒272-8577 

市川市市川1-3-18 

SRビル市川3階 

047-704-1177 

（ナビダイヤル） 

市川市、鎌ケ谷市、浦安市 

― 

松戸 

〒270-8577 

松戸市新松戸1-335-2 

047-345-5517 

（ナビダイヤル） 

松戸市、野田市、柏市、流山市、 

我孫子市 

― 

木更津 

〒292-8530 

木更津市新田3-4-31 

0438-23-7616 

（ナビダイヤル） 

木更津市、館山市、市原市、鴨川市、

君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、

安房郡（鋸南町） 

― 

佐原 

〒287-8585 

香取市佐原ロ2116-1 

0478-54-1442 

（ナビダイヤル） 

香取市、銚子市、成田市、旭市、匝瑳

市、香取郡（神崎町、多古町、東庄町） 

― 
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事務所名 所在地、電話番号 

管轄区域 

健康保険、厚生年金保険、国民年金 船員保険 

ねんきんサ

テライト成

田 

（佐原年金

事務所成田

分室） 

〒286-0033 

成田市花崎町828-11 

 スカイタウン成田２階 

0476-24-5715 

（ナビダイヤル） 

― ― 

電話による年金相談は、受付けていません 

※茂原分室及び成田分室は、「時間延長」や「週末相談」を実施しておりません。 

 

（来訪でのご相談 街角の年金相談センター） 

名称 名称 所在地・電話番号 受付時間 

対面による年金

相談 

※予約優先 

 

街角の年金相談 

センター千葉 

〒260-0027 

千葉市中央区新田町4-22  

サンライトビル１階 

 043-241-1165 平日 

8:30～17:15 

週初めの開所日 

8:30～19:00 

第２土曜日 

9:30～16:00 

街角の年金相談 

センター船橋 

〒273-0005 

船橋市本町１－３－１ 

 フェイスビル７階 

 047-424-7091 

街角の年金相談 

センター柏 

〒277-0005 

柏市柏４－８－１ 

 柏東口金子ビル１階 

 04-7160-3111 

予約制による 

対面年金相談 

街角の年金相談 

センター市川 

（オフィス） 

〒272-0034 

市川市市川１－７－６ 

 愛愛ビル３階 

047-329-3301 

平日のみ 

8:30～17:15 

※ 「街角の年金相談センター」及び「街角の年金相談センター（オフィス）」は、全国社会 

 保険労務士会連合会が運営しています。 

※ 「街角の年金相談センター」では、〝対面による年金相談〟「街角の年金相談センター

（オフィス）」では、〝予約制による年金相談〟を行っています。〝お電話による年金相

談〟は受付けていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 61 - 
 

［東日本高速道路株式会社（略称：NEXCO 東日本）］ 

【共通ダイヤル】 

担当部局 相談内容 電話番号等 受付時間 

お客様センター 

 24 時間 365 日、お客さまの声

をお聞きしています。 

  高速料金や ETC 割引、交通情報

などお気軽にお問い合わせくださ

い。 

※お客さまからのお電話は、対応に

正確を期すため、録音させていただ

いております。あらかじめご了承く

ださい。 

0570-024-024

（ナビダイヤル） 

03-5338-7524 

 

24 時間 

受付 

 

 [千葉県内関連事業所］ 

名称 所在地・電話番号 主な業務（管理区間） 沿道市町村 

三郷管理

事務所 

〒341-0056 

三郷市番匠免 

2-101-1  

048-952-8561 

東京外環自動車道の維持管

理・料金サービス          

※千葉県関連分（三郷南ＩC

（三郷市鷹野）～高谷 JCT

（市川市高谷）） 

市川市 

千葉管理

事務所 

〒263-0001 

  千葉市稲毛区 

長沼原町 177 

043-259-5221 

東関東自動車道（高谷 JCT

（市川市高谷）～潮来ＩC）

の維持管理・料金サービス 

市川市 

新空港自動車道の維持管理・

料金サービス 

成田市、山武郡（芝

山町） 

圏央道（神崎ＩC～大栄

JCT）の維持管理・料金サー

ビス 

成田市、香取郡（神崎

町） 

京葉道路（東京都江戸川区一

之江一丁目～穴川西ＩC）の

維持管理・料金サービス 

千葉市、市川市、船 

橋市、習志野市 
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名称 所在地・電話番号 主な業務（管理区間） 沿道市町村 

市原管理

事務所 

〒290-0031   

市原市村上 815 

0436-21-0091 

館山自動車道（蘇我ＩC～木

更津北ＩC）の維持管理・料

金サービス 

千葉市、市原市、袖 

ヶ浦市、木更津市 

千葉東金道路の維持管理・料

金サービス 
千葉市、東金市 

圏央道（松尾横芝ＩC～茂原

長南ＩC）の維持管理・料金

サービス 

茂原市、山武市、東

金市、大網白里市、

茂原市、山武郡（横

芝光町）、長生郡（長

南町） 

京葉道路（穴川西ＩC～蘇我

ＩC）の維持管理・料金サー

ビス 

千葉市 

東京湾ア

クアライ

ン管理事

務所 

〒292-0008 

  木更津市中島 

2533 

0438-42-0091 

館山自動車道（木更津北ＩC

～富津竹岡ＩC）の維持管

理・料金サービス 

木更津市、君津市、 

富津市 

東京湾アクアラインの維持管

理・料金サービス 
木更津市、袖ヶ浦市 

東京湾アクアライン連絡道の

維持管理・料金サービス 

圏央道（茂原長南ＩC～木更

津 JCT） の維持管理・料金

サービス 

木更津市、袖ヶ浦

市、市原市、長生郡

（長南町） 

富津館山道路（富浦ＩC～富

津竹岡ＩC）の維持管理・料

金サービス 

富津市、南房総市、

館山市、安房郡（鋸

南町） 

千葉工事

事務所 

〒261-0014 

  千葉市美浜区 

若葉 2-9-3 

043-350-3321 

京葉道路（一般国道 14 号）

の改築工事 
千葉市 

東京外環自動車道（東京都・

千葉県境～高谷 JCT）の新

設工事 

市川市 

東関東自動車道（大栄

JCT）の新設工事 
成田市 

圏央道（一般国道 468 号／

大栄 JCT～松尾横芝 IC）の

新設工事 

成田市、山武市、山

武郡（芝山町、横芝

光町） 

木更津工

事事務所 

〒292-0054 

  木更津市長須賀 

348 

0438-22-5210 

圏央道（一般国道 468 号／

松尾横芝ＩC～東金ＩC）の

4 車線化工事 

山武市、東金市、山 

武郡（芝山町） 

館山自動車道（君津ＩC～富

津竹岡ＩC）の 4 車線化工事 
君津市、富津市 
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[成田国際空港株式会社 地域相談センター] 

名称・所在地・電話番号 主な相談内容 

北地域相談センター 

所在地：〒286-0033 

成田市花﨑町 750-1 

    千葉交通ビル３階 

0476-24-5361 

  0120-06-6543（フリーダイヤル） 

FAX ：0476-24-5370 

 

成田国際空港に関する 

 

・ 騒音、電波障害、防音工事、

情報公開に関すること 

・ 移転、雇用に関すること 

・ 電話番号、パンフレットの資

料請求 

 

 

利用時間：平日 

     9:00～17:00 

（祝日、年末年始を除く。） 

南地域相談センター 

所在地：〒28９-1603 

山武郡芝山町大里 18-52 

       芝山町中央公民館千代田分館２階 

0479-78-1394 

  0120-06-6554（フリーダイヤル） 

FAX ：0479-78-1398 

東地域相談センター 

 所在地：〒28９-2241 

     香取郡多古町多古 584 

      多古町役場庁舎１階 

0479-74-8882 

  0120-74-8881（フリーダイヤル） 

FAX ：0479-74-8889 

山武地域相談センター 

所在地：〒289-1727 

山武郡横芝光町宮川 11902 

      横芝光町役場本庁舎２階 

0479-84-1226 

  0120-84-1226（フリーダイヤル） 

FAX ：0479-84-1228 
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（特別民間行政法人） 

[全国健康保険協会] 

相談内容 
中小企業等で働く従業員やその家族の皆様が加入されている健康保険（政府

管掌健康保険）は、従来、国（社会保険庁）で運営していましたが、平成 20

年 10 月 1 日、新たに全国健康保険協会が設立され、協会が運営することとな

りました。この協会が運営する健康保険の愛称を「協会けんぽ」といいます。                 

※各種申請・届出手続きに関する事、制度に関するお問い合せは「申請書のご

案内」、「健康保険ガイド」、「健診・保健指導のご案内」をご照会いただくか、

各都道府県支部（船員保険を除く）へご相談ください。 

相談窓口（名称、所在地、電話番号、概要） 

全国健康保険協会 船員保険部 

 〒102－8016 

東京都千代田区富士見２-７-２ ステージビルディング 14 階 

0570-300-800（ナビダイヤル） 

03-6862-3060（携帯電話・PHS・ＩP 電話ご利用の方） 

申請手続きは、原則郵送でお願いしておりますので、窓口にお越しいただく必要はありま 

せん。申請書に必要な事項を記入し、必要な書類を添付の上、船員保険部あてにお送りくだ

さい。                                             

※都道府県支部では、船員保険業務を行っておりません。都道府県支部で申請書を受付した 

場合は、船員保険部に転送されます。 

 受付時間 平日 8:30～17:15（祝日及び年末年始（12／29～1／3）を除く） 

全国健康保険協会 千葉支部 

 〒260-8645 

千葉市中央区富士見 2-20-1 日本生命千葉ビル 9 階 

043-308-0521（代表）  

受付時間 平日 8:30～17:15（祝日及び年末年始（12／29～1／3）を除く） 

 管轄区域 千葉県 

相談窓口・相談内容 直通電話番号 

業務グループ 

被保険者証、保険給付、任意継続、貸付業務等の受付・相談・

審査に関すること 
043-308-0523 

保健グループ（健診・保健指導専用ダイヤル） 

健康診査、保健指導、健康づくり等に関すること 043-308-0525 

レセプトグループ 

レセプト点検、医療費通知、交通事故・第三者行為の医療費、

資格喪失後受診に関すること 
043-308-0524 

企画総務グループ 

支部の事業運営計画、広報、保険料率の策定、庶務、コンプラ

イアンスに関すること 
043-308-0522 
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[軽自動車検査協会 千葉事務所] 

相談内容 

 軽自動車の名義変更、住所変更、廃車、継続検査（車検）などのお手続き

に必要な書類についてご案内いたします。ご質問に回答していただき必要書

類等をご案内しています。ホームページでもさまざまな情報をご覧いただけ

ます。ぜひ、ご活用ください。 

  必ず自動車検査証（車検証）をお手元にご用意の上、ご利用ください。  

窓口受付時間 平日８:45～11:45、13:00～16:00                                      
（祝日及び年末年始（12/29～１/３）を除く）            
※来所後、申請書類等を記入いただきますので、お時間に余裕を持ってお越
しいただきますようお願いします。 

事務所名・所在地 電話番号等 軽自動車の登録関係管轄区域 

千葉事務所 

〒261-0002

千葉市美浜区 

新港 198 

 

コールセンター 

050-3816-3114 

ＦＡＸ 

043-203-1786 

 

検査予約 

050-3818-8630 

千葉 

ナンバー 

千葉市、四街道市、佐倉市、八街

市、東金市、富里市、山武市、成

田市、匝瑳市、香取市、旭市、銚

子市、大網白里市、山武郡（九十

九里町）、香取郡（東庄町）、印旛

郡（酒々井町） 

成田 

ナンバー 

成田市、山武市、富里市、山武郡

（横芝光町、芝山町）、香取郡

（神崎町、多古町） 

千葉事務所   

習志野支所 

 〒274-0063

船橋市習志野台

8-56-1 

コールセンター 

050-3816-3115 

ＦＡＸ 

047-456-5822 

 

検査予約 

050-3818-8631 

習志野 

ナンバー 

習志野市、八千代市、船橋市、市

川市、鎌ケ谷市、浦安市、印西

市、白井市、印旛郡（栄町） 

千葉事務所   

袖ヶ浦支所 

〒299-0265

袖ヶ浦市長浦字

拓弐号 580-

101 

コールセンター 

050-3816-3116 

ＦＡＸ 

0438-60-2482 

 

検査予約 

050-3818-8632 

袖ヶ浦 

ナンバー 

館山市、木更津市、茂原市、勝浦

市、市原市、鴨川市、君津市、富

津市、袖ヶ浦市、いすみ市、南房

総市、長生郡（一宮町、白子町、

長柄町、長南町、睦沢町、長生

村）、夷隅郡（大多喜町、御宿

町）、安房郡（鋸南町） 

千葉事務所   

野田支所 

〒278-0013

野田市上三ヶ尾

207-26 

コールセンター 

050-3816-3117 

ＦＡＸ 

04-7120-3051 

 

検査予約 

050-3818-8633 

野田 

ナンバー 

 

松戸市・流山市・野田市 

 

柏 

ナンバー 
柏市・我孫子市 
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千葉県庁及び関連団体 

【千葉県庁】 〒260-8667 千葉市中央区市場町１-１ 

（総務部・総合企画部関連） 

相談名（相談内容） 担当部課等・電話番号等 

県税税務相談 

（県税に関する相談） 

総務部税務課（本庁舎８階） 

 043-223-2127 

（納税証明書の交付請求・申告書の提出・納

税などは、各県税事務所（ｐ90～91）へ） 

 平日 9:00～17:00 

情報公開・個人情報総合窓口 

（県政に係る情報公開に関する相談及び県の

保有する個人情報に関する相談） 

※公安委員会及び警察本部長を除くすべての

実施機関が保有する行政文書・県議会が保有

する公文書が受付対象 

総務部審査情報課相談調整班（南庁舎１階） 

043-223-4629 

ＦＡＸ 043-247-7559  

平日 9:00～17:00 

お聴きします ちば 

（県政に対するご意見・ご要望・ご相談） 

※電話・郵便・ファックス・インターネット・

来訪で受付 

総合企画部報道広報課広聴室（本庁舎２階） 

043-223-2249、2250 

ＦＡＸ 043-227-3613 

平日 9:00～17:00 

 
〔お聴きしますちばホームページ〕
https://www.pref.chiba.lg.jp/form/b_ko
uhou_center_teian-j/form.html  

民事・家事相談 

（民事・家事に関する問題について弁護士と

の面談による無料法律相談（事前予約制）） 

※希望者が多いため、相談の御予約は原則1

年に1回とさせていただいています。なお、

訴訟・調停など係争中の案件や、同じ案件に

ついて再度の御相談は対象外となります。 

総合企画部報道広報課広聴室（本庁舎２階） 

043-223-2249、2250（電話予約） 

毎月 2 回（木曜日）13:00～16:00 

相談時間は 1 人 30 分以内です。 

外国人相談 

（外国人が抱える様々な問題について多言語

で相談） 

・日常生活全般 

・教育、福祉、医療など 

・法律、社会的な問題 

・日本の風習や文化 

・観光・イベント 

・国際交流・講座 

※電話、来所、メールで受付 

公益財団法人 ちば国際コンベンションビュ

ーロー・千葉県国際交流センター 

 〒261-7114  

千葉市美浜区中瀬2-6 

WBGマリブイースト14階 

043-297-2966（相談専用） 

受付時間：月～金曜日（祝日を除く） 

    9:00～12:00、13:00～16:00 

対応言語：日本語、英語、中国語、スペイ

ン語、タガログ語、ベトナム

語、韓国語、ネパール語、タイ

語、ポルトガル語、インドネシ

ア語、ロシア語、ヒンディー語 



- 67 - 
 

相談名（相談内容） 担当部課等・電話番号等 

外国人のための無料法律相談 

（県内の在住外国人が抱える生活上の問題に

おける、法的解決を支援するため、千葉県弁護

士会及び千葉県行政書士会と協力して、外国

人向けの無料相談を毎月実施しています。（事

前予約制）） 

※通訳の申込は 10 日前まで。 

公益財団法人 ちば国際コンベンションビュ

ーロー・千葉県国際交流センター 

  〒261-7114  

千葉市美浜区中瀬 2-6 

WBG マリブイースト 14 階 

  043-297-0245  

FAX 043-297-2753 

 

年間 15 回 13:00～16:00 

相談時間は 1 人 45 分以内です。 

外国人学生住居アドバイザー 

（県内に居住を希望する外国人学生に対する

住居に関する情報の提供及び助言） 

公益財団法人 ちば国際コンベンションビュ

ーロー・千葉県国際交流センター 

043-297-0245  

FAX 043-297-2753 

女性のための総合相談 

（様々な不安や悩みを抱えている女性のため

の女性相談員による相談） 

＊面接相談、カウンセリング、法律相談、 

こころの相談は、電話相談のあと希望に応じ

て受付 

千葉県男女共同参画センター 

  ０4-7140-8605（相談専用電話） 

火～日曜日 9:30～16:00 

（休み：月曜日が祝日の場合、翌火曜

日・祝日・年末年始・臨時休館日） 

 

面接相談〔要予約：千葉・柏市内〕 

 時間をかけて詳しい状況や抱えている問題

についてお話を伺い、専門の相談員と一緒に

それらを整理し、何が一番の問題で、それを

解決するにはどうしたらよいのかを順序立て

て考えます。 

カウンセリング 

〔要予約：千葉・柏・我孫子市内〕 

悩みを自分の力で解決できるよう、女性の

カウンセラーが継続して相談に応じます。 

法律相談〔要予約：柏市内〕 
 法律上の問題について、女性の弁護士が相

談に応じます。 

こころの相談〔要予約：柏市内〕 
ストレスや不安などこころの悩みについ

て、精神科医が相談に応じます。 

男性のための総合相談 

（様々な不安や悩みを抱えている男性のため

の男性相談員による相談） 

※カウンセリングは、電話相談のあと希望に

応じて受付 

千葉県男女共同参画センター 

 〒260-0001 

千葉市中央区都町 2-1-12 

千葉県都町合同庁舎 1 階 

043-308-3421（相談専用電話） 

毎週火曜日・水曜日 16:00～20:00 

（休み：月曜日が祝日の場合、翌火曜

日・祝日・年末年始・臨時休館日） 

 カウンセリング〔要予約：千葉市内〕 
悩みを自分の力で解決できるよう、男性の

カウンセラーが継続して相談に応じます。 
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相談名（相談内容） 担当部課等・電話番号等 

ＤＶ被害相談 

（配偶者や交際相手からの暴力、夫婦不和、

ストーカー被害など女性の抱える諸問題につ

いての相談） 

千葉県女性サポートセンター 

 

 電話相談 365 日 24 時間 043-206-8002（相談専用電話） 

面接相談〔要予約〕 平日 9:00～17:00 

法律相談〔要予約〕  女性弁護士による法律相談（原則月 2 回） 

心とからだの健康相談〔要予約〕 
女性精神科医師による心とからだの健康 

相談（原則月１回） 

ＤＶ専門相談 
ＤＶ被害に関する相談 

〔面接相談は、要予約〕 

○各健康福祉センター（保健所） 

所在地及び所管区域は、ｐ93～94 参照 

平日 9:00～17:00 

 習志野健康福祉センター 

〔面接相談は、毎週月曜日〕 
 047-475-5966（ＤＶ相談専用電話） 

市川健康福祉センター 

〔面接相談は、毎週金曜日〕 
047-377-1199（ＤＶ相談専用電話） 

松戸健康福祉センター 

〔面接相談は、毎週金曜日〕 
047-361-6651（ＤＶ相談専用電話） 

野田健康福祉センター 

〔面接相談は、毎週水曜日〕 
04-7124-6677（ＤＶ相談専用電話） 

印旛健康福祉センター 

〔面接相談は、毎週火曜日〕 
043-483-0711（ＤＶ相談専用電話） 

香取健康福祉センター 

〔面接相談は、毎週水曜日〕 
0478-52-9310（ＤＶ相談専用電話） 

海匝健康福祉センター八日市場地域保健セ

ンター〔面接相談は、毎週金曜日〕 
 0479-73-2321（ＤＶ相談専用電話） 

山武健康福祉センター 

〔面接相談は、毎週月曜日〕 
 0475-54-2388（ＤＶ相談専用電話） 

長生健康福祉センター 

〔面接相談は、毎週火曜日〕 
 0475-22-5565（ＤＶ相談専用電話） 

夷隅健康福祉センター 

〔面接相談は、毎週水曜日〕 
 0470-73-0801（ＤＶ相談専用電話） 

安房健康福祉センター 

〔面接相談は、毎週月曜日〕 
 0470-22-6377（ＤＶ相談専用電話） 

君津健康福祉センター 

〔面接相談は、毎週木曜日〕 
 0438-22-3411（ＤＶ相談専用電話） 

市原健康福祉センター 

〔面接相談は、毎週木曜日〕 
 0436-21-3511（ＤＶ相談専用電話） 
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（防災危機管理部、県土整備部等関連-防災・まちづくリ） 

相談名（相談内容） 担当部課等・電話番号等 

地震・津波被害想定調査、活断層・地

下構造、東日本大震災の津波調査、南

海トラフ地震に関する窓口 

防災危機管理部防災政策課政策室（中庁舎６階） 

  043-223-3697 

帰宅困難者対策に関する窓口 

防災危機管理部防災政策課被災者支援班 

（中庁舎６階） 

  043-223-3404 

開発行為の許可申請に関する相談 ○市町村の都市計画担当課 

農用地区域内における開発行為の許可

に関する相談 

○市町村農業委員会 

民有林における伐採又は開発行為の許

可に関する相談 

○市町村の林業担当課 

自然公園の区域、手続の方法等の問い

合わせ 

環境生活部自然保護課自然環境企画班 

（本庁舎 10 階） 

  043-223-2056 

○土木事務所（管理課又は管理用地課） 

所在地及び所管区域は、ｐ106～108 参照 

道路に関する相談 

千葉県道の相談室 

 043-223-4970 

 平日 9:00～17:00 

 （夜間・休日等は応答テープで対応） 

  FAX 043-227-0804 

（県土整備部道路環境課） 

県道の道路占用許可申請の窓口 ○土木事務所 

所在地及び所管区域は、ｐ106～108 参照 河川（県管理）占用・使用申請の窓口 

県有地との境界確定の窓口 

急傾斜地崩壊危険区域内・地すべり等

防止区域内の許可申請の窓口 

  

相談名（相談内容） 担当部課等・電話番号等 

性犯罪・性暴力被害に関する相談 

ＮＰＯ法人 千葉性暴力被害支援センターちさと 

 043-251-8500（ほっとこーる） 

平日  9:00～21:00 

土曜日 9:00～17:00（祝日、年末年始を除く） 

 ※緊急支援は 24 時間 365 日対応 

公益社団法人  千葉犯罪被害者支援センター 

043-222-9977 

（性犯罪被害相談専用ダイヤル） 

平日 10:00～16:00（祝日、年末年始を除く） 
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（健康福祉部関連-医療・国民健康保険） 

相談名（相談内容） 担当部課等・電話番号等 

救急安心電話相談 

（15 歳以上対象） 

（具合が悪くなり、「医療機関を受

診するか」「救急車を呼ぶか」迷わ

れたとき） 

#7009 

（プッシュ回線の固定電話・携帯電話から） 

03-6735-8305 

（ダイヤル回線、ＩP 電話、光電話、PHS から） 

 平日・土曜日 18:00～23:00 

 日曜日・祝日 ９:00～23:00 

※あくまでも電話によるアドバイスであり、診断や治療

はできません 

こども急病電話相談 

（小児救急電話相談） 

（15 歳未満対象） 

（夜間に、急に子どもの具合が悪

くなったとき、医療機関にすぐに

受診させた方が良いか迷われたと

き） 

#8000 

（プッシュ回線の固定電話・携帯電話から） 

043-242-9939 

（ダイヤル回線、ＩP 電話、光電話、銚子市所在の電話

から） 

 毎日 19:00～翌 6:00 

精神科救急受診相談 

（原則として、対象となるのは千 

葉県内の方で、緊急に診療を要す

る方となります。 

千葉県精神科医療センターに受 

診を希望される場合は、初めに電

話で相談してください。） 

千葉県精神科医療センター 

〒261-0024 

千葉市美浜区豊砂 5 

  043-276-3188 

  ※24 時間、但し夜間休日は千葉県内の方の緊急受

診についてのみ対応 

医療相談 

（健康や病気に関するご相談、医療

機関のご案内等） 

 

※医療行為の過失の有無の判断、医

療機関に対する調査、交渉等は行

いません。 

※相談は電話相談のみとなります。

相談時間は原則として 30 分以

内です。 

千葉県医療安全相談センター 

 健康福祉部医療整備課内（本庁舎 13 階） 

 043-223-3636 

 平日 9:00～12:00、13:00～16:30 

 （祝日、閉庁日を除く） 

 ※おかけ間違いのないようご注意ください。 

※電話が混み合ってつながらない時は、しばらく時間

をおいておかけ直しください。 

※千葉市・船橋市・柏市に所在の医療機関について

は、各市の医療相談窓口へお問い合わせ下さい。 

窓口名・電話番号 相談日時 

千葉市医療安全相談窓口 

 043-238-9983 

平日 ９:00～12:00、 

   13:00～16:00 

船橋市医療安全支援センター 

 047-409-1640 

平日 ９:00～12:00、 

   13:00～16:00 

柏市医療安全支援センター 

（柏市保健所総務企画課内） 

 04-7167-1775 

平日 ９:00～12:00、 

   13:00～15:00 
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相談名（相談内容） 担当部課等・電話番号等 

アレルギー相談 

（ぜんそく、アトピー性皮膚炎、アレルギー性

鼻炎、花粉症、食物アレルギー等のご相談

等） 

※相談は電話相談のみとなります。 

千葉県アレルギー相談センター 

 043-223-2677 

 毎週月曜日・水曜日・金曜日 

 平日 9:00～12:00、13:00～16:30 

 （祝日、閉庁日を除く） 

※専門医による相談〔要予約〕は、 

毎週月曜日及び水曜日 14:00～17:30 

※電話が混み合ってつながらない時は、し 

ばらく時間をおいておかけ直しください。 

健康相談 

（身体的・精神的な悩みに対する、保健師等

による健康相談） 

○各健康福祉センター（保健所） 

所在地、代表電話及び所管区域は、ｐ93 

～94 参照 

平日 9:00～17:00 エイズ相談・性感染症相談 

（予防、検査に関する相談・指導） 

療養・長期療養時等健康相談 

難病相談支援センター 

（保健・医療・福祉の総合的な相談、情報提

供、講演会の開催、就労支援、また患者会等

の開催のご相談） 

○各難病相談支援センター 

所在地、電話番号等及び担当区域は、ｐ95 

～97 参照 

 

がん相談支援センター 

（がん専門相談員として研修を受けたスタッ

フが、信頼できる情報に基づいて、患者さん

やご家族の相談に広く対応しています。） 

※その病院に通院していなくても、どなたで

も無料でご利用できる相談窓口です。 

○各がん相談支援センター 

所在地、電話番号等は、ｐ97～99 参照 

予防接種要注意者に関する相談 

千葉県こども病院  

（千葉県予防接種センター） 

〒266-0007 

千葉市緑区辺田町 579-1 

  043-292-2111（代表） 

  月・火・木・金曜日 

9:00～15:00 

医療機関の勤務環境に関する相談 

（医療機関の管理者が勤務環境の改善を検討

している場合のご相談） 

千葉県医療勤務環境改善支援センター 

健康福祉部医療整備課内（本庁舎 13 階） 

 043-223-3635 

 平日 9:00～12:00、13:00～17：00 

 （祝日、閉庁日を除く） 

精神保健福祉相談 

（こころの悩み、こころの病や障害、医療機関

や相談機関情報を知りたい等、こころの健康

に関するご相談） 

千葉県精神保健福祉センター 

〒260-0801 

千葉市中央区仁戸名町 666-2 

（電話相談） 

043-263-3893（相談専用電話） 

平日 9:00～18:30 

（祝日、年末年始を除く） 
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相談名（相談内容） 担当部課等・電話番号等 

精神保健福祉相談 

（こころの悩み、こころの病や障害、医療機関

や相談機関情報を知りたい等、こころの健康

に関するご相談）（続き） 

（アルコール・薬物・ギャンブル依存症等

専用電話相談） 

 043-263-3892 

 平日 10:00～17:00 

※千葉県内（千葉市の方を除く）にお住まい

の方（ご本人、ご家族、関係者等）は 

⇒千葉市こころの健康センター 

〒261-0003 

千葉市美浜区高浜 2-1-16 

043-204-1582 

平日８:30～17:30（祝日年末年始除く） 

○各健康福祉センター（保健所） 

所在地、代表電話及び所管区域は、ｐ93～ 

94 参照（平日 9:00～17:00） 

  ※千葉市は各区保健福祉センター 

いのちの電話 

社会福祉法人 千葉いのちの電話（事務局） 

 〒260-0012 

千葉市中央区本町 3-1-16CＩD ビル 1 階 

 043-222-4416  

月～金曜日 9:00～17:00（祝日を除く） 

 

<相談電話> 

悩みをかかえ助けと励ましを求めている人

の電話相談です。 

043-227-3900 

 24 時間 365 日受け付けています。 

0120-783-556（フリーダイヤル） 

 毎月 10 日 ８:00～翌 8:00 

 ※全国のいのちの電話において共同で受け

付けています。他の都道府県のいのちの電話

に繋がる場合があります。 

 

＜対面相談＞（予約制） 

千葉県在住の方が対象 

様々な思いや悩みを抱えている方に、対面で

お話を伺います。 

予約電話 043-222-4416 

 月～金  9:00～17:00 

 土   12:00～14:30 

相談場所 

千葉市中央区本町 3-1-16 CＩD ビル 1 階 

月～土 11:00～、13:00～、14:30～ 

 

＜自死遺族支援＞ わかちあいの会 

身近で大切な方を亡くされた方が、ともに

共感し支えあい、わかちあう場所です。 

開催時間 13:30～16:00 

開催場所 

・アミュゼ柏      奇数月第２日曜日 

・千葉市中央福祉センター（きぼーる） 

毎月第３土曜日 

・印旛健康福祉センター 偶数月第３金曜日 

     個人対面相談 奇数月第３金曜日 

（個人対面相談は 13:00～16:00 要予約） 

 
＜インターネット相談＞ 

誰にも話せない、人と話すのが怖いけどメー

ルなら・・そんな方のための相談です。 

1 件の相談につき、3 回までやり取りができ

ます。 

【千葉いのちの電話ＨＰ】 

https://chiba-inochi.jp/ns/ 
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相談名（相談内容） 担当部課等・電話番号等 

不妊・不育相談 

（不妊や不育症（以下「不妊等」）で悩む夫

婦等に、不妊等に関する一般的な相談や不妊

等の治療に関する情報提供、医療面・精神面

での相談（医師・助産師による相談）） 

○松戸・印旛・長生・君津健康福祉センター 

および千葉市保健所 

所在地、代表電話は、ｐ93～94 参照 

 健康福祉センター等名・申込電話番号 相談日時 

松戸健康福祉センター 

 047-361-2138（地域保健課） 

（来所相談-予約制） 

 毎月第 2 火曜日 13:30～15:00 

（電話相談） 

 毎月第 2 火曜日 9:00～11:30 

印旛健康福祉センター 

043-483-1135（地域保健課） 

（来所相談-予約制） 

偶数月第 2 木曜日 午後 

※相談日の 3 日前までに予約してください。 

長生健康福祉センター 

 0475-22-5167（地域保健福祉課） 

（来所相談-予約制） 

相談日時はお問い合せください。 

君津健康福祉センター 

 0438-22-3744（地域保健課） 

（来所相談-予約制） 

 偶数月第 1 火曜日または第 3 木曜日

14:00～16:00 

（電話相談） 

平日 9:00～17:00 

千葉市保健所〔不妊専門相談センター〕 

 〒261-8755 

  千葉市美浜区幸町 1-3-9 

   千葉市総合保健医療センター内 

043-238-9925 

（健康支援課母子保健班） 

（医師・助産師による面接相談-予約制） 

 月 1 回 水曜日（不定期）14:15～16:30 

 ※相談日は千葉市ホームページに掲載 

※1 日 3 組限定。 

※政令指定都市として、千葉市が設置した 

保健所です。千葉市在住、在勤、在学の方 

に限ります。 

国民健康保険及び後期高齢者医療制度給付相

談（国民健康保険及び後期高齢者医療制度に

加入している方の、診療報酬についての疑問・

相談） 

健康福祉部保険指導課（本庁舎 12 階） 

 043-223-2378 

 FAX 043-221-5769 

 平日 9:00～12:00、13:00～16:30 

（祝日、閉庁日を除く） 

薬等の相談〔薬事アドバイザー〕 

（医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、

有害物質を含む家庭用品の規制に関する法律

で規制する家庭用品（住宅用洗浄剤、下着、

おしめ等）の相談、苦情の処理） 

健康福祉部薬務課（本庁舎 13 階） 

043-223-2622 

FAX 043-227-5393 

平日 9:00～12:00、13:00～15:00 

（祝日、閉庁日を除く） 
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（健康福祉部関連-福祉） 

相談名（相談内容） 担当部課等・電話番号等 

人権相談（人権全般） 

○全国共通人権相談ダイヤル〔法務省〕 

  0570-003-110 

平日 8:30～17:15 

 

○よりそいホットライン 

〔一般社団法人 社会的包摂サポートセンター〕 

0120-279-338 

FAX 03-3868-3811 

24 時間・365 日受付 

 

○一般社団法人 千葉県人権センター 

 〒285-0926 

印旛郡酒々井町本佐倉 352 

   043-496-4967 または 0015 

平日 9:00～17:00 

（祝日及び年末年始を除く） 

権利擁護・成年後見制度の相談 

○千葉県後見支援センター（愛称：すまいる） 

〒260-8508 

千葉市中央区千葉港 4-3 

   千葉県社会福祉センター2 階 

043-204-6012 

平日 9：00～17：00 

（祝日及び年末年始を除く） 

福祉サービスに関する苦情相談 

 〔面接相談は予約制〕 

○千葉県運営適正化委員会 

 （愛称：福祉サービス利用者サポートセンター） 

〒260-8508 

千葉市中央区千葉港 4-3 

  千葉県社会福祉センター５階 

   043-246-0294 

平日 9：00～17：00 

（祝日及び年末年始（12／29～１／３）を除

く） 

中核地域生活支援センター 

（制度の狭間にある方、複合的な課題

を抱えた方、制度や社会の変化から生

じる新たな課題により生活不安を抱え

た方及び広域的な調整が必要な方等、

地域で生きづらさを抱えた方を分野横

断的に 24 時間 365 日体制で相談） 

○各中核地域生活支援センター 

 所在地及び担当区域は、ｐ100～101 参照 

（問い合わせ） 

健康福祉部健康福祉指導課地域福祉推進班 

043-223-2615 
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相談名（相談内容） 担当部課等・電話番号等 

更生相談 

（18 歳以上の障害のある人の社会的

自立更生の相談） 

千葉県中央障害者相談センター 

〒266-0005 

千葉市緑区誉田町 1-45-2 

   千葉リハビリテーションセンター本館棟２階 

043-291-6872（代表） 

対象：千葉市を除く、東葛飾障害者相談センター

の担当区域以外にお住まいの方 

 

千葉県東葛飾障害者相談センター 

 〒270-1151 

我孫子市本町 3-1-2 

けやきプラザ 3 階 

  04-7165-2422（代表） 

  対象：松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、

鎌ケ谷市、印西市、白井市、印旛郡（栄町） 

     にお住まいの方 

〔共通事項〕 

※相談・判定業務は、所内相談、出張相談、巡回相

談及び訪問相談で対応しますが、効率的に相談業

務を行うため、すべて予約制で行っています。  

 

⇒千葉市にお住まいの方 

 千葉市障害者相談センター 

 〒260-0844 

千葉市中央区千葉寺町 1208-2 

千葉市ハーモニープラザ B 棟 1 階 

043-209-8823（代表） 

身体障害者相談 

（障害のある方々からのさまざまな相

談に対応できるように常設の総合相

談） 

社会福祉法人 千葉県身体障害者福祉協会 

〒260-8508 

千葉市中央区千葉港 4-3 

千葉県社会福祉センター１階 

043-245-1746（代表） 

平日 10：00～15：00 

視覚障害者相談・ピアサポート相談室 

（視覚障害当事者による相談室です。

心のケアから様々な情報支援等を行い

ます。） 

社会福祉法人 千葉県視覚障害者福祉協会 

〒284-0005 

四街道市四街道 1-9-3 

 視覚障害者総合支援センターちば 

043-421-5199（事務局） 

ＦＡＸ 043-421-5179 

毎月第 1・第 3 水曜日 10：00～16：00  

視覚障害者総合支援センターちば 3 階 

  043-421-6910（相談専用電話） 

  毎月第４水曜日 10：00～16：00  

   パレット柏（柏市柏 1-7-1-301） 

  070-4346-8338（相談専用電話）  
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相談名（相談内容） 担当部課等・電話番号等 

中途視覚障害者相談 ○各市町村福祉担当課 

聴覚障害者相談         

（生活相談、健康・医療関係等の一般

相談、就労関係相談、福祉サービスの

活用等） 

〔法律相談は、完全予約制です。 

 法律相談したい内容をご記入の上

FAX してください。 

 FAX 043−308−5562〕 

社会福祉法人 千葉県聴覚障害者協会 

  〒260-0022 

千葉市中央区神明町 204-12 

千葉聴覚障害者センター 

043−308−5562（代表） 

FAX 043−308−5562 

 平日 ９:00～17:30 

 （祝日及び年末年始（12／29～１／３）を除く） 

オストメイト相談 

（オストメイト（人工肛門・人工膀胱）

装着者本人及びご家族の日常生活に係

る相談） 

※医療相談を除く 

公益社団法人 日本オストミー協会千葉県支部 

〒260-8508 

千葉市中央区千葉港 4−3  

千葉県社会福祉センター3 階 

043−309−7571  

FAX 043−309−7572 

  月・火・金曜日 10:00～16:00 

  （祝日及び年末年始（概ね 12／27～１／６）

を除く） 

障害者人権 110 番 

（障害をお持ちの方（知的障害者、身体

障害者、精神障害者）とその家族の方や

関係者のための相談） 

千葉県手をつなぐ育成会 

〒260-8508 

千葉市中央区千葉港 4−3  

千葉県社会福祉センター3 階 

043−246－2282   

FAX 043−309−7572 

 一般相談 平日 10:00～16:00 

 法律相談 毎月第１火曜日 13:00～15:00 

〔予約制、前日までに予約が必要です。〕 

（いずれも、祝日及び年末年始（概ね 12／27～

１／６）を除く） 

043-246-2282（相談受付電話・ＦＡＸ兼用）  

障害のある人への差別に関する相談窓

口 

障害者差別解消法に基づく相談窓口 

○各市町村福祉担当課 

「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉 

づくり条例」に係る相談窓口 

健康福祉部障害者福祉推進課（本庁舎 12 階） 

 043-223-1020 

 FAX 043-221-3977 

障害のある人への虐待に関する相談 

障害者虐待防止法に基づく相談窓口 

○各市町村福祉担当課 

（市町村障害者虐待防止センター） 

○千葉県健康福祉部障害福祉事業課 

（千葉県障害者権利擁護センター） 

043-223-1019 

FAX 043-22２-4133 
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相談名（相談内容） 担当部課等・電話番号等 

障害者就業支援 

（障害のある人やその家族、障害のあ

る人を雇用している、又は雇用を予定

している企業からの相談、障害のある

人の就業支援） 

千葉障害者就業支援キャリアセンタ－ 

 〒261-0002 

千葉市美浜区新港 43 

043-204-2385 

高齢者の介護に関する相談 

千葉県福祉ふれあいプラザ 介護実習センター 

 〒270-1151 

我孫子市本町 3-1-2 

けやきプラザ内 

  04-7165-2886（問い合わせ専用電話） 

 
介護とこころの相談 

（不安や孤独感など心の負担を軽く

します。介護についての各種のご相

談もお受けしています。） 

 毎週火～日曜日 10:00～16:00 

（休館日（祝日の場合は翌平日、年末年始（12／

29～１／３）を除く） 

 ※その他。週 1 回程度相談をお休みする場合があ 

ります。 

福祉用具相談 

（適切な用具（介護用ベッド、車椅

子などの専門的な用具からオム

ツ、衣服、食器、介護食まで）の

選び方から使い方まで） 

毎週火～日曜日 10:00～16:00 

（休館日（祝日の場合は翌平日、年末年始（12／

29～１／３）を除く） 

住まいの相談 

（「高齢者にも使いやすい安全な家」

に関する素朴な質問から設計例ま

で相談） 

 毎週金曜日 10:00～16:00 

 毎週水曜日・木曜日 10:00～12:00〔予約制〕 

（休館日（祝日の場合は翌平日、年末年始（12／

29～１／３）を除く） 

認知症の相談 

ちば認知症相談コールセンター 

 〒260-0026 

千葉市中央区千葉港 4-3 

 千葉県経営者会館 5 階 513 号 

（電話相談） 

 月・火・木・土曜日 10:00～16:00 

（祭日・12/29～1/3・経営者会館の設備点検日

などを除く） 

 #7100 

（プッシュ回線の固定電話から） 

043-238-7731 

（ダイヤル回線、ＩP 電話、光電話、携帯電話及び

県外から） 

（面接相談-予約制） 

 金曜日 10:00～16:00 

 （祭日・12/29～1/3・経営者会館の設備点検日

などを除く） 

委託先：公益社団法人 認知症の人と家族の会千葉県 

支部 
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相談名（相談内容） 担当部課等・電話番号等 

若年性認知症についての相談 

千葉県若年性認知症専用相談窓口 

 （千葉大学医学部附属病院内） 

043-226-2601（月･水･金曜日 9:00～15:00） 

 （祝日及び年末年始を除く） 

若年性認知症コールセンター 

 0800-100-2707 

 月曜日～土曜日 10:00～15:00 

 （祝日及び年末年始を除く） 

高齢者虐待や施設介護等に関する電話

相談 

健康福祉部高齢者福祉課生きがい活動推進班 

043-221-3020 （平日 9:00～17:00） 

（祝祭日及び年末年始（12/29～1/3）を除く） 

○各中核地域生活支援センター 

 所在地及び所管区域は、ｐ100～101参照 

 ※なお、高齢者虐待の相談については、従来から

24時間・365日体制で業務を行なっている13

箇所の中核地域生活支援センターやそれぞれの

市町村の担当課又は地域包括支援センターでも

相談を受けているところです。 

外国人介護職員にかかる相談 

（外国人介護職員、介護職を目指す留

学生、外国人を雇用する施設などから

の相談） 

千葉県外国人介護人材支援センター 

 〒260－0015 

千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル5階 

 043-205-4762 

 FAX 043-205-4788 

月～土曜日10:00～18:00 

（祝日及び年末年始を除く） 

発達障害に関する相談窓口 

千葉県発達障害者支援センターCAS 

 〒260-0856 

千葉市中央区亥鼻2-9-3 

043-227-8557（代表） 

対象：東葛飾分室担当区域及び千葉市外在住の方 

⇒千葉市内にお住まいの方 

千葉市発達障害者支援センター 

043-303-6088 

千葉県発達障害者支援センターCAS（東葛飾分室） 

 〒270-1151 

我孫子市本町3-1-2けやきプラザ4階 

04-7165-2515  

対象：我孫子市、柏市、野田市、流山市、松戸

市、鎌ケ谷市、白井市、印西市、印旛郡（栄

町）にお住まいの方 

〔共通事項〕 

月～土曜日９:00～17:00 （祝日、年末年始除く） 

（電話相談-予約制）1人当たり30分 

（来所相談-予約制）1人当たり1時間 

   委託先：社会福祉法人  菜の花会 
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（健康福祉部・環境生活部関連-子育て） 

相談名（相談内容） 担当部課等・電話番号等 

子ども・若者に関する総合相談 

（ニート・ひきこもり・不登校をはじ

め、子ども・若者（概ね39歳まで）

の様々な悩みをお聞きし、必要な助

言や適切な支援先の紹介等を行う総

合相談窓口） 

千葉県子ども・若者総合相談センター「ライトハウ

スちば」 

 〒260-0001 

千葉市中央区都町2-1-12 

千葉県都町合同庁舎４階 

 （電話相談） 

043-420-8066 

火曜日～日曜日 10:00～17:00 

（月曜日及び年末年始が休業です。但し、月曜

日が祝日の場合は相談受付を実施し、翌火曜

日が休みとなります。） 

（来所相談） 

  上記電話相談にまず連絡し、予約いただいた

上でお越しください。 

木・金・土・日曜日 14:00～16:50 

委託先：特定非営利活動法人 セカンドスペース 

ひきこもりのご本人やご家族のための

相談（原則18歳以上のひきこもりに関

する問題を抱えたご本人・ご家族等の

相談） 

千葉県ひきこもり地域支援センター 

 〒260-0801 

千葉市中央区仁戸名町666-2 

千葉県精神保健福祉センター内 

043-209-2223（相談専用） 

  平日 9:30～16:30 

（ただし、第1金曜日は13:00～16:30） 

   （祝日、年末年始（12/29～1/3）はお休み

です。）  

児童虐待に関する相談、通告 

（虐待かもと思った時などに、すぐに

児童相談所に通告・相談） 

児童相談所全国共通ダイヤル 

 189 

（虐待相談・通告は24時間365日対応） 

※最寄りの児童相談所へ転送 

 

千葉県子ども・家庭110番 

043-252-1152 

※24時間対応で、千葉県中央児童相談所につな 

がります。 

児童相談 

（しつけ、教育、適性、養護、知的障

害児、肢体不自由児など18歳未満の児

童に関するあらゆる相談） 

○各児童相談所 

 所在地及び所管区域等は、ｐ102～103参照 

家庭児童相談 

（児童に係る養育や、家庭の人間関係

等の相談） 

○印旛・香取・山武・長生・夷隅・安房健康福祉セン

ターの地域保健課 

 所在地及び所管区域は、ｐ93～95 参照 

平日 9:00～17:00 

○各市福祉担当課 
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相談名（相談内容） 担当部課等・電話番号等 

子どもの人権110番 

0120-007-110（フリーダイヤル） 

平日 8:30～17:15 

※最寄りの法務局・地方法務局につながり，相談

は，法務局職員又は人権擁護委員がお受けしま

す。 

ひとり親家庭等の相談 

（母子・父子自立支援員による相談、母

子・寡婦福祉資金の貸付など） 

○各健康福祉センター（保健所） 

 所在地及び所管区域は、ｐ93～94 参照 

平日 9:00～17:00 

○各市町村福祉担当課 

ひとり親家庭（母子家庭、父子家庭）の

就業相談 

千葉県母子家庭等就業・自立支援センター 

 〒260-0856 

千葉市中央区亥鼻2-10-9 

   千葉県母子福祉会館内 

  043-225-0608 

  平日 9:30～16:30（年末年始、祝日を除く） 

委託先：一般財団法人 千葉県母子寡婦福祉連合会 

※千葉市・船橋市・柏市は別途実施しています。 

養育費相談 

養育費相談支援センター 

  0120-965-419（携帯電話とPHSは使えませ 

んので下記番号におかけください）  

  03-3980-4108（ご希望により、センター 

が電話をかけ直して電話料金を負担していま 

す。） 

  平日（水曜日を除く）10:00～20:00 

水曜日              12:00～22:00 

土曜日・祝日        10:00～18:00 

（振替休日は、電話相談はお休みです） 

【メール相談ＨＰ】 

info@youikuhi.or.jp 

※電話とメールでの相談を実施しています。 

厚生労働省委託事業： 

委託先：公益社団法人 家庭問題情報センター 

 

一般財団法人 千葉県母子寡婦福祉連合会 

〒260-0856 

千葉市中央区亥鼻2-10-9 

   千葉県母子福祉会館内 

  043-222-5818（事務局） 

  毎月第２土曜日 13:00～16:00 

  ※1人当たり40分程度。事前に予約が必要で

す。託児・駐車場が必要な場合は、併せて予

約してください。 
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（環境生活部関連-くらし） 

  

相談名（相談内容） 担当部課等・電話番号等 

消費生活などの相談 

（消費者契約、販売方法、商品の安全、

品質・機能などに関する苦情・相談事業

者の個人情報の取り扱いに関する苦

情・相談、債務整理、取立て行為、契約

内容、多重債務などに関する相談） 

消費者ホットライン 

（局番なしの）188（いやや） 

※お近くの市町村や都道府県の消費生活センター等

の消費生活相談窓口をご案内いたします。 

 

千葉県消費者センター 

 〒273-0014 

船橋市高瀬町66-18 

047-434-0999（消費生活相談専用電話） 

月曜日～金曜日 ９:00～16:30 

土曜日     ９:00～16:00 

（国民の祝日と年末年始は除く） 

 

○各市消費生活センター及び市町村消費生活相談 

窓口 

食品表示の相談窓口 農林水産部安全農業推進課（本庁舎 1７階） 

 043-223-3082 

農林水産部水産局水産課（本庁舎 1８階） 

 043-223-3045 

○各農業事務所（企画振興課） 

 所在地及び所管区域は、ｐ103～105 参照 

○各水産事務所（漁業調整指導課） 

 所在地及び所管区域は、ｐ106 参照 

 

品質に係る表示に関する相談窓口（名

称、原産地、原材料名、原料原産地名、

原産国名、内容量、食品関連事業者の

氏名又は名称及び住所、等） 

衛生に係る表示に関する相談窓口 

（アレルゲン、添加物、保存の方

法、期限表示、製造所等の所在地及

び名称、等） 

健康福祉部衛生指導課企画調整班（本庁舎 11 階） 

 043-223-2638 

○各健康福祉保健センター（保健所） 

 所在地及び所管区域は、ｐ93～94 参照 

保健に係る表示に関する相談窓口 

（栄養成分表示、等） 

健康福祉部健康づくり支援課食と歯・口腔健康班 

（本庁舎 11 階） 

 043-223-2667 

○各健康保健センター 

 所在地及び所管区域は、ｐ93～94 参照 

食品等に係る虚偽・誇大な不当表示に

関する相談窓口 

環境生活部くらし安全推進課消費者安全推進室 

（本庁舎４階） 

043-223-2794 

食品等の量目表示に関する相談窓口 

千葉県計量検定所 

 〒263-0015 

千葉市稲毛区作草部 1-18-3 

   043-251-7209 
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相談名（相談内容） 担当部課等・電話番号等 

食品衛生（食中毒、食品営業許可など）

に関する相談 

食品衛生県民ダイヤル（健康福祉部衛生指導課内） 

  043-221-6000 

  

○各健康保健福祉センター（保健所） 

 所在地及び所管区域は、ｐ93～94参照 

〔共通事項〕 

平日 ９:00～12:00、13:00～17:00 

（祝日、年末年始を除く） 

住宅に関する相談 

千葉県住まい情報プラザ 

 〒260-0016 

  千葉市中央区栄町 1-16 

千葉県住宅供給公社総合案内所内 

  043-223-3266 

  月～土曜日 ９:00～17:00 

（祝日及び年末年始（12/29～1/3）を除く。 

ただし、祝日の土曜は営業） 

電話及びご来場による相談 

不動産取引事前相談〔予約制〕 

（宅地建物取引に係る紛争・トラブル

を未然に防止） 

※宅地建物取引（売買・賃貸借）の契

約前の相談を対象とします。賃貸管

理業者との管理契約等についての相

談はご遠慮ください。 

毎週月曜日 10:00～16:00（祝祭日を除く） 

 千葉県庁本庁舎 2 階相談室 

（予約先） 

 県土整備部建設・不動産業課不動産業班 

043-223-3238、3239 

 

新築住宅、リフォームなど住まいに関

する電話相談、リフォーム見積チェッ

クサービス（リフォームの図面・見積書

のチェック）、専門家相談（弁護士・建

築士による対面相談） 

公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援セン

ター 

〒102-0073 

東京都千代田区九段北 4-1-7 

 九段センタービル 3 階         

（電話相談-住まいるダイヤル-） 

0570-016-100（ナビダイヤル） 

03-3556-5147（PHS、ＩP 電話受付） 

平日 10:00～17:00 

（祝休日、年末年始を除く） 

（専門家相談） 

上記電話相談にまず連絡し、相談したい内容

をお電話でお聞きした上で、専門家相談の予約

を承ります（会場－千葉県弁護士会館など）。 

ご利用いただける方 

①評価住宅（建設住宅性能評価書が交付された 

住宅）の取得者または供給者 

②保険付き住宅（住宅瑕疵担保責任保険が付さ 

れた住宅）の取得者または供給者 

③住宅リフォーム工事の発注者または発注予定 

 者 
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相談名（相談内容） 担当部課等・電話番号等 

建設工事紛争相談 

（建設工事に伴う請負契約に関する紛

争に関する相談） 

 

※不動産取引、騒音、日照等の相談は

対象外です。 

建設工事紛争相談所〔予約制〕 

毎週火曜日 13:00～16:30（祝祭日を除く） 

千葉県庁中庁舎 6 階紛争相談室 

（予約先） 

 県土整備部建設・不動産業課建設業班 

043-223-3108 

県営水道（上水道）に関するお問い合わ

せ 

企業局 県水お客様センター 

  0570-001245（ナビダイヤル） 

  043-310-0321（PHS やＩP 電話） 

  平日  ８:45～18:00 

  土曜日 ８:45～17:00 

  （祝休日、年末年始を除く） 

犬・猫相談 

（犬・猫の飼い方、しつけ方、譲渡など

の相談および第一種、第二種動物取扱

業に関することや特定動物の飼養許可

に関する相談） 

千葉県動物愛護センター 

〒286-0211 

富里市御料 709-1 

0476-93-5711（代表） 

 管轄：成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印

西市、白井市、富里市、印旛郡（酒々井

町、栄町）、香取市、香取郡（神崎町、多

古町、東庄町）、銚子市、旭市、匝瑳市、

東金市、山武市、大網白里市、山武郡

（九十九里町、芝山町、横芝光町） 

千葉県動物愛護センター東葛飾支所 

 〒277-0941 

柏市高柳 1018-6 

04-7191-0050（代表） 

管轄：習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、市川

市、浦安市、松戸市、流山市、我孫子

市、野田市 

 

○各健康福祉センター（保健所） 

 所在地及び所管区域は、ｐ93～94 参照 

公害苦情相談 

（騒音、大気汚染、水質汚濁など公害に

関する相談） 

○市町村の公害担当課 

 

○各地域振興事務所（地域環境保全課） 

 所在地及び所管区域は、ｐ92 参照 

畜産環境（家畜排せつ物）対策の相談 
○各農業事務所 

 所在地及び所管区域は、ｐ103～105 参照 
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相談名（相談内容） 担当部課等・電話番号等 

産廃残土県民ダイヤル（産廃 110 番） 

（産業廃棄物や残土の不法投棄に関す

る相談） 

環境生活部廃棄物指導課監視指導室（本庁舎４階） 

043-223-3801 

  24 時間受付 

 

⇒千葉市、船橋市、柏市の区域 

 千葉市環境局資源循環部産業廃棄物指導課 

  043-245-5684 

 船橋市環境部廃棄物指導課監視指導係 

FAX 047-436-2448 

（問い合わせ電話 047-436-3810） 

柏市環境部産業廃棄物対策課 

04-7167-1696 

 

○各地域振興事務所（地域環境保全課） 

所在地及び所管区域は、ｐ92 参照 

交通事故相談所 

（損害賠償請求、保険金請求や示談、そ

の他の解決手続のご相談） 

千葉県交通事故相談所（本庁舎 2 階） 

  043-223-2264 

千葉県交通事故相談所東葛飾支所 

 〒271-8560 

松戸市小根本 7 

   東葛飾合同庁舎 4 階 

  047-368-8000 

千葉県交通事故相談所安房支所 

 〒294-0045 

館山市北条 402-1 

 安房合同庁舎 1 階 

0470-22-7132 

（共通事項） 

  平日 ９:00～12:00、13:00～17:00 

（祝日、年末年始を除く） 

※受付は、16:30 まで 

（心の相談-本所のみ） 

 月に 1 回、臨床心理士による心の相談を行ってい

ます。相談日には、面接による相談のほか、電話に

よる相談もお受けします。 

相談を希望される方は、まずはお電話で、日時等

についてお問い合わせください。 
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（商工労働部等関連-しごと・雇用） 

  

相談名（相談内容） 担当部課等・電話番号等 

ジョブカフェちば 

（おおむね30歳代までの方（正社員経

験の少ない方は44歳まで可）の就職活

動支援） 

ジョブカフェちば（ちば若者キャリアセンター） 

 〒273－0005 

船橋市本町1-3-1 フェイスビル9階 

047-426-8471（代表） 

平日 9:00～18:00（17:00受付終了） 

（個別相談 20分 （予約不要）） 

※知りたいこと、相談したいこと、聞いて欲しい

こと、アドバイスが欲しいこと・・・その日の

うちに解決できる20分の気軽な相談サービス

です。一日に何度でもご利用いただけます。 

（個別相談 50分（前日までに予約）） 

 ※就職活動の色々な事をじっくり話しましょう。 

千葉県ナースセンター 

（保健師、助産師、看護師、准看護師

の免許を持っている方で再就業を考え

ている方の登録、無料職業紹介、再就

業支援、看護進路相談） 

千葉県ナースセンター 

 〒261-0002 

千葉市美浜区新港249-10 

 公益社団法人 千葉県看護協会内 

043-247-6371 

千葉県医師キャリアアップ・就職支援

センター 

（医師・医学生への研修病院の紹介、

医師の再就職支援（ドクターバンク・

シルバーバンク）、女性医師の再就業

支援相談・保育支援・一般相談等） 

千葉県医師キャリアアップ・就職支援センター 

〒260-8677 

千葉市中央区亥鼻1-8-1 

千葉大学医学部附属病院 教育研修棟2階 

NPO法人 千葉医師研修支援ネットワーク 

  043-222-2005 

  https://www.dcs-net.org/ 

千葉県ジョブサポートセンター 

（生活や就労に関する相談） 

千葉県ジョブサポートセンター 

 〒260-0028 

 千葉市中央区新町3-13   

千葉TNビル3階 

    043－245－9420 

平日       9:00～17:00 

第1・3・5土曜 10:00～17:00 

（最終受付は16:30） 

※祝日、年末年始を除く 

就農相談窓口 

新規就農総合相談センター   

（農林水産部担い手支援課（本庁舎17階）） 

  043-223-2904 

千葉県青年農業者等育成センター（南庁舎９階） 

 公益社団法人 千葉県園芸協会 産地振興部内 

  043-223-3008  

千葉県農業会議（南庁舎９階） 

  043-223-4480 

○各農業事務所 

 所在地及び所管区域は、ｐ103～105参照 
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相談名（相談内容） 担当部課等・電話番号等 

労働相談窓口 

（賃金不払い、解雇、労働時間、休日・

休暇、配転・出向、労働条件の不利益変

更など雇用関係に伴うトラブル等の労

働問題やメンタルヘルスに関する相

談） 

千葉県労働相談センター（本庁舎 2 階） 

   043-223-2744 

 平日 ９:00～20:00（祝日、年末年始を除く） 

 ※ 17:00 以降は、夜間来所相談実施日（月１回 

・予約制）を除き、原則電話のみ。 

（弁護士による特別労働相談-予約制-） 

原則、毎月第 1、第 3 金曜日 13:00～15:00 

面接による相談。相談者１人当たり 30 分程度 

（働く人のメンタルヘルス特別労働相談-予約制-） 

 原則、毎月第 4 水曜日 17:30～19:30 

面接又は電話による相談。相談者 1 人当たり 1 時

間程度 

個別的労使紛争のあっせん 

（賃金、労働時間、休日、配置転換、

出向、解雇、上司のいじめ等労働者の

職場における一切の待遇（労働条件）

に関する紛争） 

千葉県労働委員会事務局審査調整課委員会班 

（南庁舎 7 階） 

   043-223-3737 
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（商工労働部、農林水産部関連-産業支援） 

 

相談名（相談内容） 担当部課等・電話番号等 

千葉県制度金融 

（中小企業者向け融資制度のお問い合

わせ） 

商工労働部経営支援課金融支援室（本庁舎 14 階） 

  043-223-2707 

経営に関する相談        

（広く中小企業・小規模事業者、農林

水産事業者、ＮＰＯ法人、一般社団法

人、社会福祉法人、創業予定者の皆様

の相談に応じ、経営課題を分析するこ

とで売上拡大につながる経営相談サー

ビスの提供） 

千葉県よろず支援拠点 

 〒261-7123 

千葉市美浜区中瀬２-６-１ 

    ＷＢＧマリブイースト 23 階 

     公益財団法人 千葉県産業振興センター内 

    043-299-2921 

  平日 9:00～17:00（祝日を除く） 

中小企業の方々の様々な悩みの相談  

（事業承継、起業・創業、資金調達、販

路開拓、研究開発や人材育成など、中小

企業のあらゆる課題にワンストップで

対応） 

チャレンジ企業支援センター 

 〒261-7123 

千葉市美浜区中瀬２-６-１ 

    ＷＢＧマリブイースト 23 階 

     公益財団法人 千葉県産業振興センター内 

    043-299-2907   

事業承継の相談 

（次世代の事業引継ぎに関する様々な

課題解決を支援する公的相談窓口） 

千葉県事業引継ぎ支援センター 

（千葉県事業承継ワンストップ窓口） 

 〒260-0013 

千葉市中央区中央 2-5-1 

 千葉中央ツインビル 2 号館 11 階 

043-305-5272 

（親族外継承・譲渡・譲受・その他全般） 

043-445-8205 

（親族内継承） 

※関東経済産業局委託事業 

（委託先：千葉商工会議所） 

技術相談総合窓口 

（中小企業等における製品開発や技術

開発をはじめ技術上の様々な問題につ

いての相談） 

商工労働部産業支援技術研究所技術支援室 

 〒264-0017  

千葉市若葉区加曽利町 889 

043-231-4365 

農業・林業・水産制度金融についての相

談窓口 

農林水産部団体指導課経営支援室（本庁舎 16 階） 

043-223-3074 

 

○各農業事務所（企画振興課） 

 所在地及び所管区域は、ｐ103～105 参照 

○各林業事務所（森林振興課） 

 所在地及び所管区域は、ｐ105 参照 

○各水産事務所 

 所在地及び所管区域は、ｐ106 参照 
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相談名（相談内容） 担当部課等・電話番号等 

畜産農家の方が利用できる事業の問い

合わせ 

農林水産部畜産課企画経営室（本庁舎 18 階） 

  043-223-2777 

農業・林業の技術相談窓口 

○各農業事務所（改良普及課） 

 所在地及び所管区域は、ｐ103～105 参照 

○各林業事務所（森林振興課） 

 所在地及び所管区域は、ｐ105 参照 

水産技術相談窓口 

（水産生物資源の維持増殖、水産加工

品の技術指導等） 

農林水産部水産総合研究センター企画調整室 

〒295-0024  

南房総市千倉町平磯 2492（本所所在地）

0470-43-1111 

６次産業化に関する相談窓口 

（農林漁業者が取り組む加工の相談

等） 

千葉県 6 次産業化サポートセンター（南庁舎９階） 

公益社団法人 千葉県園芸協会 産地振興部内 

043-223-3007 



- 89 - 
 

（教育庁関連） 

 

相談名（相談内容） 担当部課等・電話番号等 

教育相談（学校生活に関すること、心や

身体のこと、その他進路や適性に関す

ること等、個々の状況に応じて、本人お

よび保護者、教職員に対し、相談活動を

通して支援） 

千葉県子どもと親のサポートセンター 

 〒263-0043 

 千葉市稲毛区小仲台 5-10-2 

（来所相談-予約制） 

相談時間 9:00～17:00 

※新規の来所相談は、保護者の方から、事前に電

話でのお申し込みが必要です。申込受付時間

は、８:３0～17:00 です。 

0120-415-446（予約受付、千葉県内からの受

信のみ） 

 （電話相談） 

   0120-415-446（千葉県内からの受信のみ） 

  24 時間対応  

「24 時間子供 SOS ダイヤル」 

0120-0-78310（なやみいおう） 

 ※いじめに限らず子供の SOS 全般を受け止める

窓口です。千葉県内において「子供 SOS ダイヤ

ル」は、子どもと親のサポートセンター及び千葉

市教育委員会の電話相談に接続します。いじめ

で困っていたり、自分や友人の安全に不安があ

るようでしたら、一人で悩まず、いつでもすぐ電

話で相談してください。 

教育相談〔発達のこと（言葉の遅れや聞

こえ方・見え方・体の動き）や学校生活

や家庭生活のこと（学習面の遅れや偏

り・コミュニケーション面），発達障害

の疑いや支援方法・就学先や進路先等

についての相談〕 

千葉県総合教育センター特別支援教育部 

〒263-0043  

千葉市稲毛区小仲台 5-10-2 

 （来所相談-予約制） 

  ※電話にてお申し込みください。 

043-207-6025（予約受付） 

  相談時間 平日  9:00～17:00 

 （電話相談） 

  043-207-6025 

  相談時間 平日  9:00～17:00               

教育相談（学校教育、家庭教育、問題

行動に関わる相談を児童生徒、保護

者、教員等を対象に電話と面接で） 

○各教育事務所の教育相談室 

 所在地及び所管区域は、ｐ108～109 参照 

相談時間 平日 9:00～17:00  

生涯学習関連の相談 

さわやかちば県民プラザ 

事業振興課情報相談協働チーム 

〒277-0882 

柏市柏の葉 4-3-1 

  04-7140-8611 

相談時間 火～日曜日  9:00～２０:３0 

(月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始を除く) 
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県税事務所一覧 

事務所名 所在地・電話番号 所管区域 

中央県税事務所 

〒260-8654 

千葉市中央区都町２-1-１２ 

 千葉県庁都町庁舎 2 階 

043-231-0161（代表） 

千葉市の一部 

（千葉西県税事務所管内の地

域は除く） 

県内全域 

（県民税利子割・配当割・株

式等譲渡所得割・県たばこ税

のみ） 

千葉西県税事務所 

〒261-8508 

千葉市美浜区真砂 4-1-4 

043-279-7111（代表） 

千葉市の一部（注参照） 

習志野市、八千代市 

船橋県税事務所 

〒273-8580 

船橋市湊町 2-10-18 

  船橋合同庁舎１階・２階 

 047-433-1275（代表） 

市川市、船橋市、浦安市 

松戸県税事務所 

〒271-8564 

松戸市小根本 7 

  東葛飾合同庁舎 2 階 

047-361-2112（代表） 

松戸市、流山市、鎌ケ谷市 

柏県税事務所 

〒277-8558 

柏市あけぼの 2-1-5 

04-7147-1231（代表） 

野田市、柏市、我孫子市 

佐倉県税事務所 

〒285-8503 

佐倉市鏑木仲田町 8-1 

印旛合同庁舎１階 

043-483-1115（代表） 

成田市、佐倉市、四街道市、

八街市、印西市、白井市、富

里市、印旛郡（酒々井町、栄

町） 

香取県税事務所 

〒287-8503 

香取市佐原イ 92-11 

香取合同庁舎 1 階 

0478-54-1314（代表） 

香取市、香取郡（神崎町、多

古町、東庄町） 

旭県税事務所 

〒289-2504 

旭市ニ 1997-1 

  海匝合同庁舎 1 階 

0479-62-0772（代表） 銚子市、旭市、匝瑳市 

 
銚子支所 

〒288-0817 

銚子市清川町 1-6-12 

0479-22-5907（代表） 

東金県税事務所 

〒283-8501 

東金市東新宿 1-11 

  山武合同庁舎 1 階 

0475-54-0223（代表） 

東金市、山武市、大網白里

市、山武郡（九十九里町、芝

山町、横芝光町） 
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事務所名 所在地・電話番号 所管区域 

茂原県税事務所 

〒297-0026 

茂原市茂原 1102-1 

  長生合同庁舎 1 階 

 0475-22-1721（代表） 

茂原市、勝浦市、いすみ市、 

長生郡（一宮町、白子町）、 

長柄町、長南町、睦沢町、長 

生村）、夷隅郡（大多喜町、 

御宿町） 

 

大多喜支所 

〒298-0212 

夷隅郡大多喜町猿稲 14 

  夷隅合同庁舎 1 階 

0470-82-2214（代表） 

館山県税事務所 

〒294-0045 

館山市北条 402-1 

  安房合同庁舎 1 階 

0470-22-7117（代表） 

館山市、鴨川市、南房総市、

安房郡（鋸南町） 

木更津県税事務所 

〒292-8525  

木更津市貝渕 3-13-34 

  君津合同庁舎 1 階 

0438-25-1110（代表） 

木更津市、君津市、富津市、

袖ケ浦市 

市原県税事務所 

〒290-0081 

市原市五井中央西 1-1-25 

サンプラザ市原５階 

0436-22-2171（代表） 

市原市 

自動車税事務所 

〒260-8523 

千葉市中央区問屋町 1-11 

043-243-2721（代表） 

県内全域 

（自動車税、自動車取得税の

み） 

（注）千葉西県税事務所管内の千葉市の地域は、次のとおりです。 

下記以外の千葉市の地域は、中央県税事務所の管轄となります。 
花見川区 朝日ヶ丘、朝日ヶ丘町、天戸町、内山町、宇那谷町、柏井、柏井町、検

見川町、犢橋町、こてはし台、作新台、さつ きが丘、三角町、大日町、
武石町、千種町、長作台、長作町、浪花町、畑町、花島町、花園町、花
園、花見川、幕張町、幕張本郷、瑞穂、南花園、み春野、横戸台、横戸町  

稲毛区   小深町、山王町、長沼町、長沼原町、六方町  
美浜区   磯辺、打瀬、豊砂、中瀬、浜田、ひび野、幕張西、真砂、美浜、若葉 
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地域振興事務所一覧 

事務所名 所在地・電話番号 所管区域 

葛南地域振興事務所 

〒273-8560 

船橋市本町 1-3-1 

船橋フェイスビル 7 階 

047-424-8281（代表） 

習志野市、八千代市、船橋

市、市川市、浦安市 

東葛飾地域振興事務所 

〒271-8560 

松戸市小根本 7 番地 

東葛飾合同庁舎 5 階 

047-361-2111（代表） 

松戸市、野田市、柏市、流山

市、我孫子市、鎌ケ谷市 

印旛地域振興事務所 

〒285-8503 

佐倉市鏑木仲田町 8-1 

印旛合同庁舎１階・２階 

 043-483-1111（代表） 

成田市、佐倉市、四街道市、

八街市、印西市、白井市、富

里市、印旛郡（酒々井町、栄

町） 

香取地域振興事務所 

〒287-8502  

香取市佐原イ 92-11 

香取合同庁舎１階 

0478-54-1311（代表） 

香取市、香取郡（神崎町、多

古町、東庄町） 

海匝地域振興事務所 

〒289-2504 

旭市二 1997-1  

 海匝合同庁舎１階 

0479-62-0261（代表） 

銚子市、旭市、匝瑳市 

山武地域振興事務所 

〒283-0006 

東金市東新宿 1-11 

山武合同庁舎１階 

0475-54-0222（代表） 

東金市、山武市、大網白里

市、山武郡（九十九里町、芝

山町、横芝光町） 

長生地域振興事務所 

〒297-8533 

茂原市茂原 1102-1 

長生合同庁舎 1 階 

0475-22-1711（代表） 

茂原市、長生郡（一宮町、白

子町、長柄町、長南町、睦沢

町、長生村） 

夷隅地域振興事務所 

〒298-0212 

夷隅郡大多喜町猿稲 14  

 夷隅合同庁舎２階 

0470-82-2211（代表） 

勝浦市、いすみ市、夷隅郡 

（大多喜町、御宿町） 

安房地域振興事務所 

〒294-0045 

館山市北条 402-1 

安房合同庁舎 2 階 

0470-22-7111（代表） 

館山市、鴨川市、南房総市、

安房郡（鋸南町） 

君津地域振興事務所 

〒292-8525  

木更津市貝渕 3-13-34 

  君津合同庁舎 1 階～３階 

0438-23-1111（代表） 

木更津市、君津市、富津市、

袖ケ浦市 
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健康福祉センター（保健所）一覧 

名称 所在地・電話番号 所管区域 

習志野健康福祉センター 

〒275-0012  

習志野市本大久保 5-7-14 

 047-475-5151（代表） 

習志野市、八千代市、鎌ケ谷

市 

市川健康福祉センター 

〒272-0023 

市川市南八幡 5-11-22 

047-377-1101（代表） 

市川市、浦安市 

松戸健康福祉センター 

〒271-8562 

松戸市小根本 7 

東葛飾合同庁舎 2 階・3 階  

 047-361-2121（代表） 

松戸市、流山市、我孫子市 

野田健康福祉センター 

〒278-0006 

野田市柳沢 24 

04-7124-8155（代表） 

野田市 

印旛健康福祉センター 

〒285-8520 

佐倉市鏑木仲田町 8-1 

印旛合同庁舎 1 階・2 階 

043-483-1133（代表） 

成田市、佐倉市、四街道

市、八街市、印西市、白井

市、富里市、印旛郡（酒々

井町、栄町） 

※成田支所は成田市・富里

市を管轄。成田支所で取り

扱っていない業務もありま

すので、事前にお問い合わ

せください。 

 

成田支所 

〒286-0036 

成田市加良部 3-3-1 

0476-26-7231（代表） 

香取健康福祉センター 

〒287-0003 

香取市佐原イ 92-11 

香取合同庁舎 2 階 

0478-52-9161（代表） 

香取市、香取郡（神崎町、多

古町、東庄町） 

海匝健康福祉センター 

〒288-0817 

銚子市清川町 1-6-12 

旭県税事務所銚子支所 2 階 

 0479-22-0206（代表） 

銚子市、旭市、匝瑳市 

※八日市場地域保健センタ

ーは、旭市、匝瑳市を管

轄。八日市場地域保健セン

ターで取り扱っていない業

務もありますので、事前に

お問い合わせください。 

 八日市場地域保健セン

ター 

〒289-2144 

匝瑳市八日市場イ 2119-1 

0479-72-1281（代表） 

山武健康福祉センター 

〒283-0802 

東金市東金 907-1 

0475-54-0611（代表） 

東金市、山武市、大網白里

市、山武郡（九十九里町、

芝山町、横芝光町）  

長生健康福祉センター 

〒297-0026 

茂原市茂原 1102-1 

長生合同庁舎 2 階 

 0475-22-5167（代表） 

茂原市、長生郡（一宮町、睦

沢町、長生村、白子町、長柄

町、長南町） 
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名称 所在地・電話番号 所管区域 

夷隅健康福祉センター 

〒299-5235 

勝浦市出水 1224 

0470-73-0145（代表） 

勝浦市、いすみ市、夷隅郡 

（大多喜町、御宿町） 

安房健康福祉センター 

〒294-0045 

館山市北条 1093-1 

0470-22-4511（代表） 

館山市、鴨川市、南房総

市、安房郡（鋸南町） 

※鴨川地域保健センター

は、鴨川市を管轄。鴨川地

域保健センターで取り扱っ

ていない業務もありますの

で、事前にお問い合わせく

ださい。 

 

鴨川地域保健センター 

〒296-0001 

鴨川市横渚 1457-1 

04-7092-4511（代表） 

君津健康福祉センター 

〒292-0832 

木更津市新田 3-4-34 

0438-22-3743（代表） 

木更津市、君津市、富津市、

袖ケ浦市 

市原健康福祉センター 

〒290-0056 

市原市五井 1309 

0436-21-6391（代表） 

市原市 

千葉市保健所 

（注：政令指定都市） 

〒261-8755 

千葉市美浜区幸町 1-3-9 

 千葉市総合保健医療センター 

043-238-9920（代表） 

千葉市 

船橋市保健所 

（注：中核市） 

〒273-8506 

船橋市北本町 1-16-55 

 船橋市保健福祉センター内 

047-409-3668（代表） 

船橋市 

柏市保健所 

（注：中核市） 

〒277-0004 

柏市柏下 65-1 

柏市総合保健医療福祉施設

（ウェルネス柏）内 

04-7167-1255（代表） 

柏市 

 （注）政令指定都市及び中核市の保健所です。 
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地域難病相談支援センター一覧〔委託事業〕 

名称 委託先・所在地・電話番号 担当区域 

東葛南部地域難病相談 

支援センター 

順天堂大学医学部附属浦安病院 

 医療福祉相談室 

（３号館１階 患者支援センター内） 

〒279-0021  

浦安市富岡 2-1-1 

 047-353-3111（内線 2179） 

 （電話相談）平日 10:00～16:00 

 （面接相談）平日・電話にて予約 

市川市、浦安市、船橋

市、習志野市、八千代

市、鎌ヶ谷市 

東葛北部地域難病相談 

支援センター 

東京慈恵会医科大学附属柏病院 

  患者支援センターソーシャルワーカー 

  室（１階） 

  〒277-8567 

  柏市柏下 163-1 

  04-7167-9681（直通） 

（電話相談・面接相談） 

 月曜日～土曜日 ９:30～16:30 

 （祝日を除く） 

 ※なお、上記時間帯でも面談などで 

不在の場合があります。面接相談

は、事前予約をいただいた方を優先

します。 

柏市、松戸市、流山市、

我孫子市、野田市 

印旛山武地域難病相談 

支援センター 

成田赤十字病院 

医療福祉相談室（B 棟 1 階）  

 〒286-8523 

  成田市飯田町 90-1 

 0476-22-2311（内線 7503） 

（電話相談） 

月～金曜日 9:00～16:00 

（面接相談） 

 電話で予約 

成田市、佐倉市、東金

市、四街道市、八街市、

印西市、白井市、富里

市、山武市、大網白里

市、印旛郡（酒々井町、

栄町）、山武郡（九十九

里町、芝山町、横芝光

町） 

香取海匝地域難病相談 

支援センター 

地方独立行政法人 

総合病院国保旭中央病院 

  医療連携福祉相談室（２号館１階） 

 〒289-2511 

旭市イの 1326  

0479-63-8111（内線 2150） 

（電話相談・面接相談） 

受付曜日：月～金曜日 

  受付時間：8:30～17:15 

（祝日、年末年始を除く） 

銚子市、旭市、匝瑳市、

香取市、香取郡（神崎

町、多古町、東庄町） 
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名称 委託先・所在地・電話番号 担当区域 

夷隅長生地域難病相談 

支援センター 

公立長生病院 

地域医療連携室 

〒299-4192 

茂原市本納 2777 

0475-34-2121（代表） 

（電話相談・面接相談） 

受付曜日：月～金曜日 

（祝日、年末年始を除く） 

受付時間：9:00～16:00 

茂原市、勝浦市、いすみ

市、長生郡（一宮町、白

子町、長柄町、長南町、

睦沢町、長生村）、夷隅

郡（大多喜町、御宿町） 

安房地域難病相談支援 

センター 

医療法人鉄蕉会亀田総合病院 

 地域医療支援部 

 〒296-8602 

 鴨川市東町 929 

04-7099-1223 

（電話相談・面接相談） 

受付曜日：月～土曜日 

（祝日を除く） 

受付時間：9:00～16:00 

館山市、鴨川市、南房総

市、安房郡（鋸南町） 

君津地域難病相談支援 

センター 

君津中央病院企業団 

国保直営総合病院君津中央病院 

 難病相談・支援センター 

（2 階 地域連携室が窓口） 

 〒292-8535   

木更津市桜井 1010 

0438-36-1071（内線 2812） 

（電話相談・面接相談） 

受付曜日：月～金曜日 

（祝祭日はお休みです） 

受付時間：9:00～17:00 

木更津市、君津市、富津

市、袖ケ浦市 

市原地域難病相談支援 

センター 

帝京大学ちば総合医療センター 

 医療なんでも相談センター 

（本館１階） 

 〒299-0111 

市原市姉崎 3426-3 

 0436-62-5126 

（電話相談） 

受付曜日：月～土曜日 

（祝日を除く） 

   受付時間： 

月～金曜日 

9:30～12:30、13:30～16:00 

   土曜日 

9:30～11:30 

（面接相談） 

予約制 

市原市 
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名称 委託先・所在地・電話番号 担当区域 

千葉市難病相談支援セ 

ンター 

独立行政法人 国立病院機構 千葉東病院 

 難病支援センター 

 〒260-8712 

   千葉市中央区仁戸名町 673 

   043-264-3118 

（電話相談） 

受付曜日：月～金曜日 

（祝祭日を除く） 

   受付時間：  

10:00～12:00、13:00～17:00 

  （面接相談） 

予約制  

千葉市 

 ※千葉市難病相談支援センターは、千葉市の委託事業です。 
 
 

がん相談支援センター一覧〔委託事業〕 

委託先 担当部門・所在地・電話番号 

千葉県がんセンター 

心と体総合支援センター（がん相談支援センター） 

 〒260-8717 

千葉市中央区仁戸名町 666-2 

043-264-6801（直通） 

〔対応曜日・時間〕 

月～金曜日（祝祭日を除く）：9:00～17:00 

千葉大学医学部附属病院 

がん相談支援センター 

（患者支援センター（外来診療棟 1 階）内） 

 〒260-8677 

千葉市中央区亥鼻 1-8-1 

043-226-2698（直通） 

〔対応曜日・時間〕 

月～金曜日：9:30～16:30 

独立行政法人 国立病院機構  

千葉医療センター 

がん相談支援センター（地域医療連携室内） 

 〒260-8606 

千葉市中央区椿森 4-1-2 

043-251-5320（直通） 

〔対応曜日・時間〕 

月～金曜日：8:30～17:15 

船橋市立医療センター 

がん相談支援センター（E 館 1 階） 

 〒273-8588 

船橋市金杉 1-21-1 

047-438-3321（代表） 

〔対応曜日・時間〕 

月～金曜日：9:00～17:00 
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委託先 担当部門・所在地・電話番号 

東京歯科大学市川総合病院 

がん相談支援センター（本館 1 階） 

〒272-8513 

 市川市菅野 5-11-13 

  047-322-0151（内線 221５ｒ）  

  〔対応曜日・時間〕 

   月～金曜日：     9:00～17:00 

   土曜日（第２を除く）：9:00～13:00 

順天堂大学医学部附属浦安病院 

がん相談支援センター 

（３号館１階 患者支援センター内） 

〒279-0021  

浦安市富岡 2-1-1 

 047-382-1341（直通） 

 〔対応曜日・時間〕 

  月～金曜日：         ９:00～16:30 

  土曜日（第２を除く）：９:00～12:30 

国立研究開発法人 

国立がん研究センター 

東病院 

サポーティブケアセンター／がん相談支援センター 

 （2 階外来フロア） 

 〒277-8577 

  柏市柏の葉 6-5-1   

  04-7134-6932（直通） 

  〔対応曜日・時間〕 

   月～金曜日：８:30～17:15 

東京慈恵会医科大学 

附属柏病院 

がん相談支援センター（１階 G１） 

  〒277-8567 

  柏市柏下 163-1 

  04-7167-9739（直通） 

 〔対応曜日・時間〕 

  月～土曜日：９:00～16:00 

 （土曜日は面談のみ） 

松戸市立総合医療センター 

がん診療対策室（がん相談支援センター）（１階左奥） 

 〒270-2296  

松戸市千駄堀 993-1 

047-712-2511（代表） 

〔対応曜日・時間〕 

月～金曜日：８:30～17:00 

日本医科大学千葉北総病院 

がん相談支援センター（１階） 

〒270-1694 

印西市鎌苅 1715 

0476-99-2057（直通） 

〔対応曜日・時間〕 

月～金曜日：９:00～16:00 

土曜日：  ９:00～15:00 
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委託先 担当部門・所在地・電話番号 

地方独立行政法人 

総合病院国保旭中央病院 

医療連携福祉相談室（２号館１階） 

〒289-2511 

旭市イ 1326  

0479-63-8111（代表） 

〔対応曜日・時間〕 

月～金曜日：８:30～17:15 

地方独立行政法人  

さんむ医療センター 

がん相談支援センター（北棟２階） 

 〒289-1326  

山武市成東 167  

  0475-82-2521（代表） 

  〔対応曜日・時間〕 

   月～金曜日：８:30～17:15 

医療法人鉄蕉会 

亀田総合病院 

総合相談室（がん相談支援センター）（K タワー1 階） 

 〒296-8602 

  鴨川市東町 929 

04-7092-2211（代表） 

〔対応曜日・時間〕 

月～金曜日：9:00～16:00 

土曜日：  ９:00～11:00 

君津中央病院企業団 

国保直営総合病院君津中央病院 

がん相談支援センター（2 階 地域連携室が窓口） 

 〒292-8535   

木更津市桜井 1010 

0438-36-1071（内線 2812） 

〔対応曜日・時間〕 

月～金曜日：9:00～17:00 

独立行政法人 

労働者健康安全機構 

千葉ろうさい病院 

がん相談支援センター（１階） 

〒290-0003  

市原市辰巳台東 2-16 

0436-74-1111（代表） 

〔対応曜日・時間〕 

月～金曜日：９:00～16:00 
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中核地域生活支援センター一覧〔委託事業〕 

名称 所在地・電話番号等 担当区域 

まるっと 

〒275-0016 

習志野市津田沼 5-2-22 

ヴィラ習志野 301 号室 

 047-409-6161 

委託先：企業組合 労協船橋事業団 

習志野市、八千代市、

鎌ケ谷市 

がじゅまる 

〒272-0032 

市川市大洲１-14-４ 

 東洋荘１０１ 

047-300-9500 

委託先：社会福祉法人 一路会 

市川市、浦安市 

ほっとねっと 

〒270-0034 

 松戸市新松戸 4-129 

関口第 5 ビル 101  

 047-309-7677 

 委託先：医療法人財団 はるたか会 

松戸市、流山市、我孫

子市 

のだネット 

〒270-0235 

 野田市尾崎 840-32 

 04-7127-5366 

 委託先：社会福祉法人 いちいの会 

野田市 

いんば中核地域生活

支援センターすけっ

と 

〒285-0837 

 佐倉市王子台 1-14-12 

スズノキビル 1 階 

 043-308-6325 

 委託先：社会福祉法人 生活クラブ 

佐倉市、成田市、四街

道市、八街市、印西市、

白井市、富里市、印旛

郡（酒々井町、栄町） 

香取 CCC 

〒287-0002 

 香取市北 3-2-13 

0478-50-1919 

委託先：社会福祉法人 福祉楽団 

香取市、香取郡（神崎

町、多古町、東庄町） 

海匝ネットワーク 

〒289-2516 

 旭市ロの 838 

 0479-60-2578 

 委託先：社会福祉法人 ロザリオの聖母会 

銚子市、旭市、匝瑳市 

さんネット 

〒289-1345 

 山武市津辺 171-1 

0475-77-7531 

 委託先：特定非営利活動法人 リンク 

東金市、山武市、大網

白里市、山武郡（九十

九里町、芝山町、横芝

光町） 

長生ひなた 

〒297-0073 

 茂原市長尾 2694 

 0475-22-7859 

 委託先：特定非営利活動法人 長生夷隅

地域のくらしを支える会 

茂原市、長生郡（一宮

町、白子町、長柄町、

長南町、睦沢町、長生

村） 
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名称 所在地・電話番号等 担当区域 

夷隅ひなた 

〒298-0004 

 いすみ市大原 8927-2 

 0470-60-9123 

 委託先：特定非営利活動法人 長生夷隅

地域のくらしを支える会 

勝浦市、いすみ市、夷

隅郡（大多喜町、御宿

町） 

ひだまり 

〒２９４-００１４ 

 館山市山本 1155 

0470-28-5667 

委託先：社会福祉法人 太陽会 

館山市、鴨川市、南房

総市、安房郡（鋸南町） 

君津福祉ネット 

〒293-0012 

 富津市青木 2-16-14 

アーバンスモール秋山 101 

0439-27-1482 

委託先：社会福祉法人 ミッドナイトミ

ッションのぞみ会 

木更津市、君津市、富

津市、袖ケ浦市 

いちはら福祉ネット 

〒290-0074 

 市原市東国分寺台 3-10-15 

0436-23-5300 

委託先：社会福祉法人 ききょう会 

市原市 

あいネット 

〒277-0004 

柏市柏下 65-1 

柏市総合保健医療福祉施設 

（ウェルネス柏）３階 

04-716５-8707 

委託先：社会福祉法人 生活クラブ 

柏市 

船橋市「保健と福祉 

の総合相談窓口」さ 

ーくる（circle） 

〒273-0011  

船橋市湊町 2-8-11  

船橋市役所別館 1 階 

047-495-7111 

委託先：社会福祉法人 生活クラブ 

船橋市 

（注） 「千葉県地域支援福祉計画」（平成 16 年策定）に基づく千葉県独自の事業です。 

なお、中核市である柏市と船橋市が、千葉県事業に準じて委託。 
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児童相談所一覧 

名称 所在地・電話番号・相談時間 所管区域 

中央児童相談所 

〒263-0016 

千葉市稲毛区天台 1-10-3 

043-253-4101（代表） 

 

043-252-1152（子ども家庭 110 番） 

※県下全域（千葉市を除く）を対象 

児童に関する相談（しつけ、教育、適性、養

護、障害など）の受付時間 

 毎日  8:30～20:00 

児童虐待に関する相談、通告の受付時間 

 毎日 24 時間受付 

 （月曜日～金曜日の 9:00～17:00（祝日、

年末年始除く）は、各児童相談所でも受け

付けています。） 

成田市、佐倉市、習

志野市、市原市、八

千代市、四街道市、

八街市、印西市、白

井市、富里市、印旛

郡（酒々井町、栄町） 

市川児童相談所 

〒272-0026 

市川市東大和田 2-8-6 

 047-370-1077（代表） 

 047-370-5286（相談専用電話） 

 月曜日～金曜日 9:00～17:00 

 （祝日、年末年始（12/28～1/3）を除く） 

市川市、船橋市、鎌

ケ谷市、浦安市 

柏児童相談所 

〒277-0831 

 柏市根戸 445-12 

04-7131-7175（代表） 

04-7134-4152（相談専用電話） 

月曜日～金曜日 9:00～17:00 

（祝日、年末年始（12/28～1/3）を除く） 

松戸市、野田市、柏

市、流山市、我孫子

市 

銚子児童相談所 

〒288-0813 

銚子市台町 2183 

0479-23-0076（代表） 

0479-24-3231（相談専用電話） 

月曜日～金曜日 9:00～17:00 

（祝日、年末年始（12/28～1/3）を除く） 

銚子市、旭市、匝瑳

市、香取市、香取郡

（神崎町、多古町、

東庄町） 

東上総児童相談所 

〒297-0029 

茂原市高師 3007-6 

0475-27-1733（代表） 

0475-27-5507（相談専用電話） 

月曜日～金曜日 9:00～17:00 

（祝日、年末年始（12/28～1/3）を除く） 

茂原市、東金市、勝

浦市、山武市、いす

み市、大網白里市、

山武郡（九十九里

町、芝山町、横芝光

町）、長生郡（一宮

町、白子町、長柄

町、長南町、睦沢

町、長生村）、夷隅

郡（大多喜町、御宿

町） 
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名称 所在地・電話番号・相談時間 所管区域 

君津児童相談所 

〒299-1151 

君津市中野 4-18-9 

0439-55-3100（代表） 

※相談専用電話なし 

月曜日～金曜日 9:00～17:00 

（祝日、年末年始（12/28～1/3）を除く） 

館山市、鴨川市、木

更津市、君津市、富

津市、袖ケ浦市、南

房総市、安房郡（鋸

南町） 

千葉市児童相談所 

〒261-0003 

千葉市美浜区高浜 3-2-3 

043-277-8880（代表） 

043-279-8080（相談専用電話） 

月曜日～金曜日 9:00～16:30 

（祝日、年末年始（12/28～1/3）を除く） 

千葉市 

 ※千葉市児童相談所は、千葉市が設置しています。 

 

農業事務所一覧 

名称 所在地・電話番号 所管区域 

千葉農業事務所 

〒290-0056 

市原市五井 5500-4  

0436-21-0127 

（総務課・基盤整備課） 

〒266-0014 

千葉市緑区大金沢町 473-2 

043-300-1985 

（企画振興課・改良普及課） 

千葉市、習志野市、市原市、八

千代市 

東葛飾農業事務所 

〒277-0861 

柏市高田 990-1  

04-7143-4121 

（総務課、企画振興課、基盤整備

課、調査課） 

〒277-0005 

柏市柏 255-1 

04-7162-6151 

（改良普及課） 

市川市、船橋市、松戸市、野田

市、柏市、流山市、我孫子市、

鎌ケ谷市、浦安市 

印旛農業事務所 

〒285-0026 

佐倉市鏑木仲田町 8-1 

 印旛合同庁舎 2 階・３階 

043-483-1125（代表） 

成田市、佐倉市、四街道市、八

街市、印西市、白井市、富里市、

印旛郡（酒々井町、栄町） 
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名称 所在地・電話番号 所管区域 

香取農業事務所 

〒287-0003 

香取市佐原イ 92-11 

 香取合同庁舎３階 

0478-52-9191（代表） 

香取市、香取郡（神崎町、多古 

町、東庄町） 

海匝農業事務所 

〒289-2141 

匝瑳市八日市場ハ 671 

0479-72-1556 

（総務課、地域整備課、指導管理

課、大区画基盤整備課） 

〒289-2504 

旭市ニ 1997-1 

0479-62-0156 

（企画振興課、改良普及課） 

銚子市、旭市、匝瑳市 

山武農業事務所 

〒283-0006 

東金市東新宿 17-6 

0475-54-1121 

（総務課、地域整備課、指導管理

課） 

〒283-0006 

東金市東新宿 1-11 

 山武合同庁舎２階 

0475-54-1122 

（企画振興課、改良普及課） 

東金市、山武市、大網白里市、 

山武郡（九十九里町、芝山町、 

横芝光町） 

〒283-0005 

東金市田間 2-14-2 

0475-52-4186 

（両総用水管理課） 

成田市、香取市、香取郡（神崎 

町、多古町）、匝瑳市、東金市、 

山武市、大網白里市、山武郡 

（九十九里町、横芝光町）、茂 

原市、長生郡（一宮町、白子町、 

長生村） 

長生農業事務所 

〒297-0026 

茂原市茂原 1102-1 

 長生合同庁舎３階 

0475-25-1141（代表） 

茂原市、長生郡（一宮町、白子 

町、長柄町、長南町、睦沢町、 

長生村） 

夷隅農業事務所 

〒298-0004 

いすみ市大原 8513-1 

 大原総合庁舎２階 

0470-62-2155 

（総務課、地域整備課、指導管理

課） 

〒298-0212 

夷隅郡大多喜町猿稲 14 

 夷隅合同庁舎２階 

0470-82-4956 

（企画振興課、改良普及課） 

勝浦市、いすみ市、夷隅郡（大 

多喜町、御宿町） 
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名称 所在地・電話番号 所管区域 

安房農業事務所 

〒294-0045 

館山市北条 402-1 

 安房合同庁舎１階・３階 

0470-22-8641 

（総務課、企画振興課、改良普及

課、地域整備課、指導管理課） 

館山市、鴨川市、南房総市、安 

房郡（鋸南町） 

〒296-0044 

鴨川市広場 820 

 鴨川合同庁舎１階 

04-7092-5621 

（鴨川地域整備課） 

鴨川市 

君津農業事務所 

〒292-0833 

木更津市貝渕 3-13-34 

 君津合同庁舎３階・４階 

0438-22-6258（代表） 

木更津市、君津市、富津市、袖

ケ浦市 

 

林業事務所一覧 

名称 所在地・電話番号 所管区域 

北部林業事務所 

〒289-1321 

山武市富田ト 1177-7 

0475-82-3121（代表） 

東金市、山武市、大網白里市、 

山武郡（九十九里町、芝山町、 

横芝光町）、香取市、香取郡（神

崎町、多古町、東庄町）、銚子

市、旭市、匝瑳市、茂原市、長

生郡（一宮町、白子町、長柄町、

長南町、睦沢町、長生村） 

北部林業事務所 

印旛支所 

〒285-0026 

佐倉市鏑木仲田町 8-1 

 印旛合同庁舎 4 階 

043-483-1130（代表） 

千葉市、習志野市、八千代市、 

成田市、佐倉市、四街道市、八

街市、印西市、白井市、富里市、

印旛郡（酒々井町、栄町）、市

川市、船橋市、松戸市、野田市、

柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ

谷市、浦安市 

中部林業事務所 

〒299-1152 

君津市久保 5-1-3 

０439-55-4970（代表） 

木更津市、君津市、富津市、袖

ケ浦市、市原市 

南部林業事務所 

〒296-0044 

鴨川市広場 820 

 鴨川合同庁舎２階 

04-7092-1318（代表） 

館山市、鴨川市、南房総市、安 

房郡（鋸南町）、勝浦市、いす

み市、夷隅郡（大多喜町、御宿

町） 
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水産事務所一覧 

名称 所在地・電話番号 所管区域 

館山水産事務所 

〒294-0045 

館山市北条 402-1 

 安房合同庁舎３階 

0470-22-5761（代表） 

館山市、鴨川市、南房総市、安 

房郡（鋸南町）、富津市（旧大 

佐和町及び旧天羽町） 

勝浦水産事務所 

〒299-5225 

勝浦市墨名 815-12 

0470-73-0108（代表） 

勝浦市、いすみ市、夷隅郡（大

多喜町、御宿町）、茂原市、長

生郡（一宮町、白子町、長柄町、

長南町、睦沢町、長生村） 

銚子水産事務所 

〒288-0001 

銚子市川口町 2-6385-439 

0479-22-8397（代表） 

銚子市、旭市、匝瑳市、成田市

（旧下総町）、香取市、香取郡

（神崎町、多古町、東庄町）、

東金市、山武市、大網白里市、

山武郡（九十九里町、芝山町、

横芝光町） 

 

 土木事務所一覧 

  

名称 所在地・電話番号 所管区域 

千葉土木事務所 

〒260-0023 

 千葉市中央区出洲港 11-1 

043-242-6101（代表） 

千葉市、習志野市、八千代市 

葛南土木事務所 

〒273-0012 

船橋市浜町 2-5-1 

047-433-2421（代表） 

市川市、船橋市、浦安市 

東葛飾土木事務所 

〒271-0072 

松戸市竹ヶ花 24 

047-364-5136（代表） 

松戸市、野田市、流山市、鎌ケ

谷市 

 
野田出張所 

〒278-0005 

野田市宮崎 86-1 

04-7125-3333（代表） 

（野田市） 

柏土木事務所 

〒277-0005 

柏市柏 745 

04-7167-1201（代表） 

柏市、我孫子市 

印旛土木事務所 

〒285-0026 

佐倉市鏑木仲田町 8-1 

 印旛合同庁舎３階 

043-483-1140（代表） 

佐倉市、四街道市、八街市、 

印西市、白井市、印旛郡（酒々

井町、栄町） 

成田土木事務所 

〒286-0036 

成田市加良部 3-3-2 

0476-26-4831（代表） 

成田市、富里市、香取郡（多古

町）、山武郡（芝山町） 
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名称 所在地・電話番号 所管区域 

香取土木事務所 

〒287-0003 

香取市佐原イ 92-11 

 香取合同庁舎４階 

0478-52-5191（代表） 

香取市、香取郡（神崎町、東庄

町） 

 
小見川出張所 

〒289-0301 

香取市一ノ分目 5180 

0478-83-2701（代表） 

（香取市の旧小見川町、旧山

田町及び香取郡東庄町） 

銚子土木事務所 

〒288-0837 

銚子市長塚町 2-44-9 

0479-22-6500（代表） 

銚子市 

海匝土木事務所 

〒289-2144 

匝瑳市八日市場イ 1999 

0479-72-1100（代表） 

旭市、匝瑳市 

山武土木事務所 

〒283-0006 

東金市東新宿 17-6 

0475-54-1131（代表） 

東金市、山武市、大網白里

市、山武郡（九十九里町、横

芝光町） 

長生土木事務所 

〒297-0026 

茂原市茂原 1102-1 

 長生合同庁舎４階 

0475-24-4521（代表） 

茂原市、長生郡（一宮町、白子

町、長柄町、長南町、睦沢町、

長生村） 

夷隅土木事務所 

〒298-0004 

いすみ市大原 8513-1 

 大原総合庁舎１階 

0470-62-3311（代表） 

勝浦市、いすみ市、夷隅郡 

（大多喜町、御宿町） 

 
大多喜出張所 

〒298-0212 

夷隅郡大多喜町猿稲 14-1 

0470-82-2614（代表） 

（大多喜町） 

安房土木事務所 

〒294-0045 

館山市北条 402-1 

 安房合同庁舎 2 階 

0470-22-4341（代表） 

館山市、鴨川市、南房総市、安

房郡（鋸南町） 

 

鴨川出張所 

〒296-0044 

鴨川市広場 820 

 鴨川合同庁舎１階 

04-7092-1107（代表） 

（鴨川市） 

君津土木事務所 

〒292-0833 

木更津市貝渕 3-13-34 

 君津合同庁舎 2 階 

0438-25-5131（代表） 

木更津市、君津市、富津市、袖

ケ浦市、 

 

上総出張所 

〒292-0421  

君津市久留里市場 473-9 

0439-27-2017（代表） 

（君津市の旧上総町及び旧小

櫃村） 

天羽出張所 

〒299-1607 

 富津市湊 145-6 

 0439-67-0107（代表） 

（富津市の旧天羽町及び旧大

佐和町の一部） 
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名称 所在地・電話番号 所管区域 

市原土木事務所 

〒290-0067 

市原市八幡海岸通 1969 

0436-41-1300（代表） 

市原市 

 

鶴舞出張所 

〒290-0512 

 市原市鶴舞 274 

 0436-88-3300（代表） 

（市原市の旧南総町及び旧加

茂村） 

（注）１ 業務においては、隣接の土木事務所が所管している場合もありますので、事前にお

問い合わせください。 

２ 出張所で取り扱っていない業務もありますので、事前にお問い合わせください。 

 

教育事務所教育相談室一覧 

名称・所在地・電話番号 相談日・相談時間 所管区域 

葛南教育事務所教育相談室 

〒273-0012 

船橋市浜町 2-5-1 

 葛南教育事務所内 

047-433-6031（相談専用） 

（電話相談） 

平日９:00～16:00 

市川市、船橋市、習

志野市、八千代市、

浦安市 

東葛飾教育事務所教育相談室 

〒278-0006 

野田市柳沢 53 

 東葛飾教育事務所東葛飾研修所内 

04-7124-9779（相談専用） 

（電話相談） 

月・火・木・金曜日 

９:00～17:00 

（来所相談） 

※来所相談は、予約が必要 

松戸市、野田市、柏

市、流山市、我孫子

市、鎌ケ谷市 

 

北総教育事務所 

 
北総教育相談室 

〒285-8503 

佐倉市鏑木仲田町 8-1 

印旛合同庁舎 4 階 

北総教育事務所内 

 043-486-6019（相談専用） 

（電話相談） 

平日９:00～17:00 

成田市、佐倉市、四

街道市、八街市、印

西市、白井市、富里

市、印旛郡（酒々井

町、栄町） 

香取教育相談室 

〒287-8502  

香取市佐原イ 92-11 

香取合同庁舎 4 階 

北総教育事務所香取分室内 

  0478-54-1528（相談専用） 

（電話相談） 

平日９:00～17:00 

香取市、香取郡（神

崎町、多古町、東庄

町） 

東総研修所相談室 

〒288-0813 

銚子市台町 2186-2 

  北総教育事務所東総研修所内 

0479-23-5954（相談専用） 

（電話相談） 

平日９:00～17:00 

（来所相談） 

※来所相談は、予約が必要 

銚子市、旭市、匝瑳

市、香取市、香取郡

（神崎町、多古町、

東庄町） 

  



- 109 - 
 

名称・所在地・電話番号 相談日・相談時間 所管区域 

北総教育事務所（続き） 

 
海匝教育相談室 

〒289-2504 

旭市二 1997-1  

   海匝合同庁舎２階 

  北総教育事務所海匝分室内 

  0478-54-1311（相談専用） 

（電話相談） 

平日９:00～17:00 

銚子市、旭市、匝瑳

市 

東上総教育事務所 

 
東上総教育相談室 

〒297-0024 

茂原市八千代 2-10 

東上総教育事務所内 

0475-23-4460（相談専用） 

（電話相談） 

平日９:00～17:00 

（来所相談） 

※来所相談は、予約が必要 

茂原市、長生郡（一

宮町、白子町、長柄

町、長南町、睦沢

町、長生村） 

山武教育相談室 

〒283-0006 

東金市東新宿 1-11 

 山武合同庁舎２階 

  東上総教育事務所山武分室内 

0475-54-1093（相談専用） 

（電話相談） 

平日９:00～17:00 

東金市、山武市、大

網白里市、山武郡

（九十九里町、芝山

町、横芝光町） 

夷隅教育相談室 

〒298-0212 

夷隅郡大多喜町猿稲 14 

 夷隅合同庁舎２階 

  東上総教育事務所夷隅分室内 

0470-82-2412（相談専用） 

（電話相談） 

平日９:00～17:00 

勝浦市、いすみ市、

夷隅郡（大多喜町、

御宿町） 

南房総教育事務所 

 
南房総教育相談室 

〒292-8525  

木更津市貝渕 3-13-34 

  君津合同庁舎３階 

  南房総教育事務所内 

  0438-20-3396（相談専用） 

（電話相談） 

平日９:00～17:00 

木更津市、君津市、

富津市、袖ケ浦市 

安房教育相談室 

〒294-0045 

館山市北条 402-３ 

  南房総教育事務所安房分室内 

  0470-25-3398（相談専用） 

（電話相談） 

平日９:00～17:00 

（来所相談） 

※来所相談は、予約が必要 

館山市、鴨川市、南

房総市、安房郡（鋸

南町） 
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千葉県警察及び関係団体 

【千葉県警察本部】 〒260-8668 千葉市中央区長洲 1-9-１ 

相談名（相談内容） 担当部課等・電話番号等 

警察に対する苦情・ご意見・ご要望 

（千葉県警察職員の職務執行により、何らか

の不利益を受けたり、不適切対応等について

の苦情や警察活動に対するご意見・ご要望を

受け付け） 

総務部広報県民課広聴係 

 043-201-0110（代表電話） 

○各警察署（警務課） 

 所在地、代表電話及び所轄区域は、ｐ113 

～115 参照  

 平日 8:30～17:15 

（休日、年末年始を除く） 

（執務時間外は、当直での対応となり

ますので、予めご了承ください。） 

警察全般に関する相談 

（犯罪などの被害に関すること、警察全般の

活動に関すること） 

「相談サポートコーナー」 

 043-227-9110 

短縮方式 : #9110 

（携帯電話・PHS でも可能です） 

平日 8:30～17:15 

○各警察署の相談窓口 

 所在地、代表電話及び所轄区域は、ｐ113 

～115 参照  

犯罪被害給付制度のご相談 

（ご遺族に支給される遺族給付金、被害者本

人に支給される重傷病給付金、障害給付金の

相談） 

警務部警務課犯罪被害者支援室 

 043-201-0110（代表電話） 

 

性犯罪被害に関する相談 

（性犯罪被害者に対して「あなたの心（ハート）

に寄り添う相談窓口があるから相談してみて」

という思いを込め、性犯罪110番を設けていま

す。） 

「性犯罪 110 番」 

 24 時間対応 

 0120-01-8103（フリーダイヤル） 

 （短縮方式：＃8103） 

※ＩP 電話から（ＮＴＴ東、ＮＴＴ西、Ｊ：

ＣＯＭ）から「＃8103」で電話すると通

話料が発生します。 
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相談名（相談内容） 担当部課等・電話番号等 

電話ｄｅ詐欺相談専用ダイヤル 

（電話ｄｅ詐欺相談に関する相談を受け付け

るほか、被害に遭わないための注意点・対処方

法等のご紹介） 

生活安全部生活安全総務課犯罪抑止推進室 

 0120−494−506（フリーダイヤル） 

 平日 8:30～17:15 

 （開設時間外の相談は、最寄りの警察署へ

お願いします。） 

少年センター（ヤング・テレホン） 

（お友だちのことや家族のこと、学校のこ

と、いじめのことなどで悩んでいる20歳未満

のみなさんの相談、未成年のお子さんの非

行、家庭内暴力、犯罪被害、交友関係などで

お困りのご家族の方のご相談） 

ヤング・テレホンコーナー 

 0120-783497（フリーダイヤル） 

 平日 ９:00～17:00（祝日を除く） 

 面接でのご相談は、事前予約制 

○各少年センターの所在地、代表電話及び所

轄区域は、ｐ116 参照  

女性相談所 

（電車や駅、構内での痴漢やいやがらせ等の

被害に関する相談） 

鉄道警察隊「女性相談所」 

 0120−048224（フリーダイヤル） 

（注意）携帯電話からも通話可能 

（注意）緊急の場合は、110 番通報してく

ださい。 

直接お越しになる場合 

千葉本隊・・・ 

JR 千葉駅構内（9・10 番線エスカレータ 

ー脇） 

船橋分駐隊・・・ 

JR 西船橋駅構内（武蔵野線エスカレータ

ー脇） 

松戸分駐隊・・・ 

JR 松戸駅構内（西口階段脇） 

暴力団等に関する相談 

（刑事事件や民事問題にかかわらず、暴力団に

よるあらゆる行為についてのご相談、暴力団か

らの離脱に関する相談） 

刑事部組織犯罪対策本部捜査第四課対策係 

 043-201-0110（代表電話） 

○各警察署（刑事課（刑事二課）暴力犯係） 

 所在地、代表電話及び所轄区域は、ｐ113 

～115 参照  

 

公益財団法人 千葉県暴力団追放県民会議 

 〒260-0013 

千葉市中央区中央 4-13-7 

 千葉県酒造会館１階 

  0120-089354（フリーダイヤル） 

  平日 ９:00～16:00（祝日を除く） 

ひき逃げ事件に関する被害者相談 

交通部交通捜査課交通捜査係 

 043-201-0110（代表電話） 

○各警察署（交通課） 

 所在地、代表電話及び所轄区域は、ｐ113 

～115 参照  
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相談名（相談内容） 担当部課等・電話番号等 

交通事故（ひき逃げ事件を除く）に関する被害

者相談 

交通部交通捜査課事件捜査指導係 

043-201-0110（代表電話） 

○各警察署（交通課） 

 所在地、代表電話及び所轄区域は、ｐ113 

～115 参照  

暴走族に関する相談窓口 

（暴走族からの離脱に関する相談） 

交通部交通捜査課暴走族相談員 

 043-201-0110（代表電話） 

平日 ９:00～17:00（祝日を除く） 

○各警察署（交通課） 

 所在地、代表電話及び所轄区域は、ｐ113 

～115 参照  

運転免許適性相談 

（病気や身体の障害等で免許取得・更新に不 

安がある方の相談） 

千葉運転免許センター適性相談室 

 043-274-2000（1をプッシュ後、次の

案内で75をプッシュ） 

流山運転免許センター適性相談室 

 04-7147-2000（1をプッシュ後、次の

案内で68をプッシュ） 

※必ず事前にお問い合わせ又は予約をしてく

ださい。所在地は、ｐ117 参照 

交通事故に関する証明 
自動車安全運転センター千葉県事務所 

 〒261-0025  

千葉市美浜区浜田２-2−１  

千葉県警察本部千葉運転免許センター内 

043-276-3040（代表） 
運転経歴に関する証明 
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千葉県内警察署一覧 

警察署名 所在地・電話番号 所轄区域 

千葉中央警察署 

〒260-8510  

千葉市中央区中央港 1-13-1 

043-244-0110（代表） 

千葉市中央区 

千葉東警察署 

〒264-0007  

千葉市若葉区小倉町 859-2 

043-233-0110（代表） 

千葉市若葉区 

千葉西警察署 

〒261-0011 

 千葉市美浜区真砂 2-1-1 

 043-277-0110（代表） 

千葉市美浜区、 

千葉市花見川区（一部）、  

稲毛区（一部） 

千葉南警察署 

〒266-0032 

 千葉市緑区おゆみ野中央 8-1-2 

 043-291-0110（代表） 

千葉市緑区 

千葉北警察署 

〒263-0001 

 千葉市稲毛区長沼原町 199-1 

043-286-0110（代表） 

千葉市花見川区及び稲毛区

（千葉西警察署の管轄区域は

除く） 

習志野警察署 

〒275-0015 

 習志野市鷺沼台 2-4-1 

047-474-0110（代表） 

習志野市 

八千代警察署 

〒276-0044  

八千代市萱田町 681-39 

047-486-0110（代表） 

八千代市 

船橋警察署 

〒273-0001 

 船橋市市場 4-18-1 

 047-435-0110（代表） 

船橋市（船橋東警察署の管轄

区域を除く。） 

船橋東警察署 

〒274-0063 

 船橋市習志野台 7-9-20 

 047-467-0110（代表） 

船橋市（一部） 

鎌ケ谷警察署 

〒273-0107 

 鎌ケ谷市新鎌ケ谷 4-8-35 

 047-444-0110（代表） 

鎌ケ谷市 

市川警察署 

〒272-0015 

 市川市鬼高 4-4-1 

 047-370-0110（代表） 

市川市（行徳警察署の管轄区

域を除く。） 

行徳警察署 

〒272-0127 

 市川市塩浜 3-10-18 

 047-397-0110（代表） 

市川市（一部） 

浦安警察署 

〒279-0011 

 浦安市美浜 5-13-2 

 047-350-0110（代表） 

浦安市 

松戸警察署 

〒271-8557  

松戸市松戸 558-2 

047-369-0110（代表） 

松戸市（松戸東警察署の管轄 

区域を除く。） 
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警察署名 所在地・電話番号 所轄区域 

松戸東警察署 

〒270-0023  

松戸市八ケ崎 4-51-9 

047-349-0110（代表） 

松戸市（一部） 

野田警察署 

〒278-0005 

 野田市宮崎 147-4 

 04-7125-0110（代表） 

野田市 

柏警察署 

〒277-8554 

 柏市松ヶ崎 722-1 

 04-7148-0110（代表） 

柏市 

流山警察署 

〒270-0128  

流山市おおたかの森西三丁目 

744 番地の 4 

04-7159-0110（代表） 

流山市 

我孫子警察署 

〒270-1177  

我孫子市柴崎 904-1 

04-7182-0110（代表） 

我孫子市 

佐倉警察署 

〒285-0811 

 佐倉市表町 3-17-1 

 043-484-0110（代表） 

佐倉市、八街市、印旛郡

（酒々井町） 

四街道警察署 

〒284-0044 

 四街道市和良比 635-5 

 043-432-0110（代表） 

四街道市 

成田警察署 

〒286-0036 

成田市加良部 3-5 

0476-27-0110（代表） 

成田市（成田国際空港警察署

の管轄区域を除く。）、富里

市、印旛郡（栄町（一部）） 

成田国際空港警察署 

〒282-0011 

 成田市古込字込前 133 

 0476-32-0110（代表） 

成田市及び山武郡（芝山町）

のうち成田国際空港供用区域 

印西警察署 

〒270-1327 

 印西市大森 2514-13 

 0476-42-0110（代表） 

印西市、白井市、印旛郡（栄

町（成田警察署の管轄区域を

除く。）） 

香取警察署 

〒287-0002  

香取市北 2-1-1 

0478-54-0110（代表） 

香取市、香取郡（神崎町、多

古町、東庄町）、旭市の飛地 

銚子警察署 

〒288-0814 

銚子市春日町 1922-2 

0479-23-0110（代表） 

銚子市 

旭警察署  

〒289-2504 

旭市二 1-1 

0479-64-0110（代表） 

旭市（香取警察署の管轄区域を

除く。） 

匝瑳警察署 

〒289-2144 

 匝瑳市八日市場イ 559-1 

 0479-72-0110（代表） 

匝瑳市 
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警察署名 所在地・電話番号 所轄区域 

山武警察署 

〒289-1321 

 山武市富田ト 1177-3 

 0475-82-0110（代表） 

山武市、山武郡（芝山町（成

田国際空港警察署の管轄区域

を除く。）、横芝光町） 

東金警察署 

〒283-0061 

東金市北之幸谷 10-12 

0475-54-0110（代表） 

東金市、大網白里市、山武郡

（九十九里町） 

茂原警察署 

〒297-0031 

 茂原市早野新田 7 

 0475-22-0110（代表） 

茂原市、長生郡（一宮町、白

子町、長柄町、長南町、睦沢

町、長生村） 

いすみ警察署 

〒298-0004 

 いすみ市大原 8312-4 

 0470-62-0110（代表） 

いすみ市、夷隅郡（御宿町） 

勝浦警察署 

〒299-5231  

勝浦市沢倉 515-6 

0470-73-0110（代表） 

勝浦市、夷隅郡（大多喜町） 

市原警察署 

〒290-0067  

市原市八幡海岸通 1965-17 

0436-41-0110（代表） 

市原市 

木更津警察署 

〒292-0834 

 木更津市潮見 1-1-5 

0438-22-1110（代表） 

木更津市、、袖ケ浦市 

君津警察署 

〒299-1152 

 君津市久保 4-1-1 

 0439-54-0110（代表） 

君津市 

富津警察署 

〒299-1616  

富津市海良 121-1 

0439-66-0110（代表） 

富津市 

館山警察署 

〒294-0045  

館山市北条 1090-2 

0470-23-0110（代表） 

館山市、南房総市、安房郡

（鋸南町） 

鴨川警察署 

〒296-0001 

 鴨川市横渚 1465 

04-7092-0110（代表） 

鴨川市 

（注）各警察署によって、市町の一部のみを管轄している場合があります。管轄地域は、千 

葉県警察本部のホームページ等でご確認ください。 

１ 千葉西警察署の管轄地域・・・美浜区の全域、花見川区（一部）、稲毛区（一部） 
   ２ 船橋東警察署の管轄地域・・・船橋市（一部） 
   ３ 行徳警察署の管轄地域・・・・市川市（一部） 

  ４ 松戸東警察署の管轄地域・・・松戸市（一部） 
   ５ 成田警察署の管轄地域・・・・成田市（成田国際空港警察署の管轄区域を除く。）、 

富里市、印旛郡（栄町（一部）） 
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少年センター一覧 

センター名 所在地・電話番号 活動区域 

千葉県警察少年センター 

〒260-0013  

千葉市中央区中央 4-17-3 

袖ヶ浦ビル 4 階 

043-201-1308（代表） 

千葉中央、千葉東、千葉

西、千葉南、千葉北の 5 警

察署の管轄区域 

東葛地区少年センター 

〒277-8505  

柏市柏 5-8-32 

柏市役所本庁舎第 2 分室 2 階

04-7162-7867（代表） 

鎌ケ谷、松戸、松戸東、野

田、柏、流山、我孫子の 7

警察署の管轄区域 

京葉地区少年センター 

〒275-0014 

 習志野市鷺沼 1-2-2 

   NKC ビル 3 階 

 047-451-6031（代表） 

習志野、八千代、船橋、船

橋東、市川、行徳、浦安の 

7 警察署の管轄区域 

内房地区少年センター 

〒292-0832 

 木更津市新田 2-3-18 

県教育庁南房総教育事務所 

別館 2 階  

0438-25-9750（代表） 

市原、木更津、君津、富

津、館山、鴨川の 6 警察署

の管轄区域 

北総地区少年センター 

〒286-0034 

成田市馬橋 8-1 

成田市防犯事務所内 

 0476-23-1891（代表） 

佐倉、四街道、成田、成田

国際空港、印西、香取、銚

子、旭、匝瑳の 9 警察署の

管轄区域 

外房地区少年センター 

〒297-0023 

 茂原市千代田町 2-8-20 

茂原市社会教育センター2 階 

0475-22-3741（代表） 

山武、東金、茂原、いす

み、勝浦の 5 警察署の管轄

区域 
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千葉県内運転免許センター 

センター名 所在地・電話番号 交通案内 

千葉運転免許センター 

〒261-8560 

 千葉市美浜区浜田 2-1 

 043-274-2000 

（テレホン案内＆FAX サービス） 

案内に従い、コード番号を指定し 

て音声で聞く「1」、又はファックス 

で情報を取り出す「3」をお選びく 

ださい。 

案内に沿って、知りたい項目のコ

ード番号を押してください（1 回の

電話で 3 つの項目まで選択できま

す）。 

JR 海浜幕張駅または 

JR・京成幕張本郷駅から 

バス「免許センター」下車 

流山運転免許センター 

〒270-0144  

流山市前ケ崎 217 

04-7147-2000 

（テレホン案内＆FAX サービス） 

案内に従い、コード番号を指定し 

て音声で聞く「1」、又はファックス 

で情報を取り出す「3」をお選びく 

ださい。 

案内に沿って、知りたい項目のコ

ード番号を押してください（1 回の

電話で 3 つの項目まで選択できま

す）。 

JR・東武柏駅から 

バス「免許センター」下車 

 

JR 常磐線南柏駅、北小金

駅、JR 武蔵野線・つくば

エクスプレス南流山駅から

バス「免許センター」下車 

※柏駅以外から発車するバ

スについては、本数が少な

いため、ご注意ください。 

 ※ 手続きにより、受付時間が異なる場合があります。事前にご確認の上、来所してくださ
い。 

※ 技能審査、仮免許証の交付等、流山運転免許センターで取り扱いを行っていない手続き
があります。 
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その他団体 

【千葉県弁護士会】 〒260-0013 千葉市中央区中央 4-13-9 千葉県弁護士会館 

043-227-8431（代表） 

電話受付時間 平日 10:00～12:00、13:00～17:00（祝日を除く） 

法律相談センターの相談時間・相談料は、一部を除いて、１コマ 30 分/2,000 円 

（税込；令和元年８月現在）です。また、千葉県弁護士会所属の弁護士を各地に派遣 

し、下記の通り、様々な日時・場所にて有料または無料の法律相談を実施しています。 

お気軽にご利用ください。 

センター名・所在地 予約電話番号・受付時間 相談日・相談時間 

千葉法律相談センター 

 〒260-0013 

千葉市中央区中央 4-13-9 

 千葉県弁護士会館 

043-227-8954 

平日 10:00～11:30 

13:00～16:00 

月～金曜日      

  9:30～12:00 

   13:30～16:00 

（祝祭日は休み） 

船橋法律相談センター 

 〒273-0005  

船橋市本町 2-1-34 

 船橋スカイビル 5 階 

047-437-3634 

平日  9:00～12:00 

13:00～16:30 

土曜日 10:00～12:00 

13:00～14:30 

月・水・木曜日 

   9:30～11:30 

   13:30～16:30 

火曜日 

13:30～16:30 

金曜日 

      9:30～11:30 

土曜日 

    10:00～12:00 

    13:15～14:45 

（祝祭日は休み） 

市川浦安法律相談センター  

 〒272-0133 

市川市行徳駅前 1-27-10 

 高田ビル 202 号室 

047-396-6884 

平日  9:00～12:00 

13:00～16:30 

土曜日 10:00～12:00 

13:00～14:30 

月～金曜日 

      13:30～16:30 

土曜日 

       9:30～12:30 

（祝祭日は休み） 

松戸法律相談センター 

  〒271-0092  

松戸市松戸 1281-29 

 松戸東洋ビル 4 階 

047-366-6611 

平日 10:00～11:30 

13:00～16:00 

火・水・木曜日 

    10:00～12:00 

    13:30～16:00 

月・金曜日 

   13:30～16:00 

（祝祭日は休み） 

野田法律相談センター 

  〒278-0035 

 野田市中野台 168-1 

 欅のホール 5 階 

    野田商工会議所内 

047-367-5900 

平日 10:00～11:30 

13:00～16:00 

水曜日 

13:30～16:30

（祝祭日は休み） 

袖ヶ浦法律相談センター 

 〒299-0261 

袖ヶ浦市福王台 3-1-3 

袖ヶ浦商工会館 

043-227-8954 

平日 10:00～11:30 

13:00～16:00 

月曜日 

13:30～16:30

（祝祭日は休み） 
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センター名・所在地 予約電話番号・受付時間 相談日・相談時間 

館山法律相談センター 

 〒294-0047  

館山市八幡 821  

館山商工会議所 2 階 

043-227-8954 

平日 10:00～11:30 

13:00～16:00 

月曜日 

13:30～16:30

（祝祭日は休み） 

東金法律相談センター 

 〒283-0068 

東金市東岩崎 1-5  

東金商工会議所 2 階 

水曜日 

13:30～16:30

（祝祭日は休み） 

茂原法律相談センター 

 〒297-0026 

茂原市茂原 443  

茂原商工会館 3 階 

火・金曜日 

13:30～16:30

（祝祭日は休み） 

鴨川法律相談センター 

 〒296-0001 

鴨川市横渚 643-2 

鴨川商工会 3 階 

水曜日 

13:30～16:30

（祝祭日は休み） 

八日市場法律相談センター 

 〒289-2144 

匝瑳市八日市場イ 2755 

 裁判所内弁護士会館 

0479-72-0271 

平日 10:00～11:30 

13:00～16:00 

月曜日 

13:30～16:30

（祝祭日は休み） 

銚子法律相談センター 

 〒288-0045 

銚子市三軒町 19-4 

 銚子商工会館 2 階 

043-227-8954 

平日 10:00～11:30 

13:00～16:00 

木曜日 

13:30～16:30

（祝祭日は休み） 

成田法律相談センター 

 〒286-0033  

成田市花崎町 736-62 

成田市商工会館 

金曜日及び第２・４木曜

日 

13:30～16:30

（祝祭日は休み） 

佐原法律相談センター 

〒287-0003  

香取市佐原イ 525-1 

 佐原商工会議所 

火曜日 

13:30～16:30

（祝祭日は休み） 

ヨルンド～夜間・土日相談 

  ※相談時間・相談料は、一部を除いて、１コマ 30 分/5,400 円（税込；令和元年８月現 

在）です。 

 

実施支部等名 予約電話番号・受付時間 相談日・相談時間 

千葉県弁護士会 

※相談場所は、相談担当弁護士の

法律事務所 （千葉市中央区）にな

ります。 

043-227-8954 

平日 10:00～11:30 

13:00～16:00 

月～金曜日      

     17:00～20:00 

土曜日及び日曜日 

  9:00～20:00 

（祝祭日は休み） 
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実施支部等名 予約電話番号・受付時間 相談日・相談時間 

松戸支部 

※相談場所は、相談担当弁護士の

法律事務所になります。 

047-366-6611 

平日 10:00～11:30 

13:00～16:00 

月・水・金曜日 

18:00～20:00 

火・木曜日 

18:00～22:00 

土・日曜日 

13:00～16:00 

（祝祭日は休み） 

京葉支部 

※相談場所は、相談担当弁護士の

法律事務所（船橋市・市川市・浦

安市）になります。 

047-437-3634 

平日  9:00～12:00 

13:00～16:30 

土曜日 10:00～12:00 

13:00～14:30 

月・水曜日 

17:00～20:00 

日曜日 

13:00～16:00

（祝祭日は休み） 

クレジット・サラ金無料相談 

※相談時間・相談料は、初回１コマ 30 分は無料です。 

※相談場所は、相談担当弁護士の法律事務所になります。 

※各地の法律相談センター（ただし、千葉、松戸、船橋、市川浦安を除く）でも、クレジッ

ト・サラ金問題の相談については、初回１コマ 30 分は無料でお受けしています。 

 

相談を希望する地域 予約電話番号・受付時間 相談日・相談時間 

千葉・その他 

043-227-8581 

平日 10:00～11:30 

13:00～16:00 

応相談 

市川・船橋周辺（市川市 船橋市 浦

安市） 

047-431-7775 

平日  9:00～12:00 

13:00～16:30 

応相談 

松戸・柏周辺（松戸市 野田市 柏

市 流山市 我孫子市 鎌ヶ谷市） 

047-366-6611 

平日 10:00～11:30 

13:00～16:00 

応相談 
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【千葉司法書士会】〒261－0001 千葉市美浜区幸町２-２-１ 千葉司法書士会館 

043-246-2666（代表） 

※当会で行う無料相談に関しましては、なるべく多くの方のご要望にお応えするため、 

 原則としてお一人様一事案につき一回とさせていただいております。ご了承下さい。 

※「民事紛争」に関する相談の場合は、紛争の目的の価額が 140 万円以下のものに限り

ます。すでに弁護士、司法書士に依頼しているものや、訴訟中のものは対象外です。 

相談内容 電話番号・相談日・相談時間 

遺言・相続、土

地や家の名義

変更登記、会

社登記、成年

後見、裁判、借

金問題、話し

合いでトラブ

ルを解決した

い、交通事故、

その他 

〔面談相談〕 

043-204-8333（無料相談予約電話番号） 

※面談相談は予約制です。 

※相談時間は、10:00～12:00、13:00～15:00 

（祝日、年末年始、夏季休業時は休み） 

会場名 開催曜日 開催場所 

千葉会場 毎週土曜日 千葉司法書士会館 

稲毛会場 毎月第４土曜日 あかりサロン稲毛 

松戸会場 毎週土曜日 松戸商工会議所 

船橋会場 毎月第２・第４土曜日 
船橋駅前総合窓口センター 

（船橋ＦＡＣＥビル５階） 

木更津会場 毎月第4土曜日 木更津市民総合福祉会館 

館山会場 毎月最終土曜日 館山市コミュニティセンター 

鴨川会場 奇数月第１土曜日 鴨川市中央公民館 

安房地区会場 偶数月第１土曜日 ３会場巡回 

〔電話相談〕 

0120-971-438（フリーダイヤル；携帯・ＰＨＳ ＯＫ） 

※千葉県内からしか繋がりませんので、ご注意ください。 

※より多くの方にご相談いただくため、一回の相談は20分程度とさせてい

ただきます。 

 月・水曜日 14:00～17:00 

 土曜日   10:00～12:00、13:00～15:00 

（祝日、年末年始、夏季休業時は休み） 

 

千葉司法書士会調停センター 

 043-246-2666  

さまざまなトラブルを抱えた方が裁判所に訴える前に「話し合いによる解決」を望まれる

とき、中立・公平な立場の司法書士が調停人として同席し、トラブル解決のお手伝いをしま

す。 

  申込前の受付面談は無料です。 

詳細は千葉司法書士会ホームページ（https://chiba.shihoshoshikai.or.jp）にてご確認

ください。  
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【千葉県土地家屋調査士会】〒260-0024 千葉市中央区中央港 1-23-25 

千葉県土地家屋調査士会館 

 

043-204-2312（代表）平日 8:45～17:00 

無料相談内容 予約電話番号・相談日時 

不動産に関する相談 

（土地境界問題、土地分筆、土

地合筆、地積更正、地目変更、

建物登記申請手続など） 

043-204-2312 

第３水曜日 13:00～17:00 

千葉県土地家屋調査士会館 1 階相談室 

※相談は予約制です。相談開始の時間につきまして

は、予約のお電話をお受けした時点でお伝えいたしま

す。また、資料（公図や謄本等） をできるだけお持ち

下さると具体的な相談ができるかと思います。  

（祝祭日は休み、振替開催） 

境界問題相談センターちば 043-204-2300 

千葉県土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センターちばでは、土地家屋調査士が  

弁護士と協働して、土地の境界が現地において明らかでないことを原因とする紛争につい

ての相談、調停を行い、当事者間の話し合いのお手伝いをしています。 

また、調停の合意内容に基づき必要に応じて登記手続きを行う等、境界に関するあらゆ

る紛争解決を目指しています。 

境界問題相談センターちばで紛争を解決する際には「ＡＤＲ認定土地家屋調査士」が弁

護士との共同受任により当事者の代理人となることができます。 

※費用は、すべて有料となります。 

 

【千葉県行政書士会】〒260-0013 千葉市中央区中央 4-13-10 千葉県教育会館本館 4 階 

 

043-227-8009（代表）（土日祝はお休みをいただいています。） 

※誰に相談するべきかわからない、何を依頼するべきかわからない、依頼するべきか悩ん

でいるという方は、電話無料相談をご利用ください。 

相談内容 電話番号・相談日 

許認可・登録申請（相続、会計記帳、会社設立、農地転用、開発行

為、国土法届出、外国人在留資格の変更・期間更新、車庫証明、自動

車登録、食品衛生、建設業、風俗営業、運送業、飲食店営業の許可・

認可または更新に関する各申請書類など）、遺言や相続、契約、届出

の書類作成など暮らしの困りごと相談                  

043-227-8009 

 毎月第２火曜日 

10:00～15:00 

（祝祭日は休み） 
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【千葉県税理士会】〒260-0024 千葉市中央区中央港 1-16-12 千葉県税理士会館３階 

043-243-1201（代表） 

※税務、会計のご相談など、当会の税理士が確定申告等の無料相談会を実施しています。 

 詳細情報・お申し込みは各支部へご相談ください。 

支部名 所在地・電話番号 常設相談所開設日・相談場所 

千葉東支部 

〒260-0024 

千葉市中央区中央港 1-16-12 

 千葉県税理士会館 1 階 

043-243-1527（代表） 

平日 9:00～17:00 

毎月第 2・第 3 水曜日 

 〒260-0024 

千葉市中央区中央港 1-16-12  

千葉県税理士会館２階相談室 

毎月第 1・第 4 火曜日 

（１月～３月は休業します） 

 〒264-0029 

千葉市若葉区桜木北 2-1-1 

若葉区役所内 

※事前に電話予約が必要となりま

す。祝日の場合はお問い合わせくだ

さい。 

千葉西支部 

〒275-0016 

習志野市津田沼 4-11-14  

習志野商工会議所会館２階 

 047-455-8200（代表） 

 平日 9:00～17:00 

毎月第 1・第 3 火曜日 

 10:00～15:00 

 千葉西支部事務局        

※まずはお電話で予約してくださ

い。電話受付は月～金の午前 9 時～

午後 5 時までとなっています。 

面接相談方式による税に関する相

談。但し、書類の作成などは行いま

せん。 
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支部名 所在地・電話番号 常設相談所開設日・相談場所 

千葉南支部 

〒260-0024 

千葉市中央区中央港 1-16-12 

 千葉県税理士会館 3 階 

043-301-7132（代表） 

平日 9:00～17:00 

毎月第２火曜日 

（2020 年２月は第２月曜日、３月

は第３火曜日）  

9:30～12:00、13:00～15:30 

市原商工会議所 

〒290-0081 

市原市五井中央西１-22-25 

 千葉市土気商工会 

〒267-0066 

 千葉市緑区あすみが丘 1-45-3 

※千葉市及び市原市在住の個人もし

くは法人を対象としています。予約

優先です。予約なしで会場にお越し

いただいた場合には、お待ちいただ

くことがあります。 

※相談時間は 1 回 30 分以内とし、

時間のかかる複雑な計算、申告書の

作成や書面による回答は行いませ

ん。 

※同一内容について複数回のご相談

はお断りします。 

成田支部 

〒286-0035  

成田市囲護台 1-1-2 

 成田 U-シティホテル 1F 

  0476-36-7411（代表） 

平日 9:00～17:00 

毎水曜日 

 10:00～15:00 

 成田支部事務局 

※相談を希望される場合は、事前に

電話予約をお願いします。木曜日を

除く平日の午前９時から午後５時ま

でです。            

※面談方式による税全般に関する相

談で、書類の作成は行いません。税

理士関与のある方は対象となりませ

ん。 

※※成田市、佐倉市、四街道市及び

成田青色申告会が主催する無料税務

相談に会員の税理士を派遣していま

す。ご利用の際は、日時や会場が変

更になる場合もありますので、広報

紙等をご確認いただくか、各主催者

にお問い合わせください。 
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支部名 所在地・電話番号 常設相談所開設日・相談場所 

松戸支部 

〒271-0092 

松戸市松戸 1879-1 

 松戸商工会館 3 階 

047-366-2174（代表） 

平日 9:00～17:00 

毎月第 2・第 4 木曜日 

 10:00～12:00、13:00～15:00 

 松戸支部内「税務支援センター」 

※税務の悩み事相談承ります。（１ 

回限り）相談料は無料です。お申し 

込みは、電話で予約受付けします。   

※現に税理士に依頼されている方の 

相談は、ご遠慮くださるようお願い 

します。 

柏支部 

〒277-0005 

柏市柏 2-6-7 佐山ビル 2 階 

04-7164-1719（代表） 

平日 9:00～17:00 

毎月第３水曜日 

（毎月第１水曜日・第４火曜日に追

加開催の場合あり） 

 13:00～17:00 

 一般社団法人柏青色申告会         

  〒277-0012  

  柏市桜台 14-7 

   柏青色申告会館 

※前日までに電話にてご予約下さ

い。但し、柏市、野田市、我孫子

市在住の方だけに限定しておりま

す。  

市川支部 

〒272-0023 

市川市南八幡 3-3-16 

 アグレ本八幡 202 号 

047-393-4775（代表） 

平日 9:00～17:00 

「現在、休止中。再開に向けて 

準備中」 

船橋支部 

〒273-0005 

船橋市本町 1-10-10 

 船橋商工会議所会館 504 

047-437-8686（代表） 

平日 9:00～17:00 

〔税務一般〕 

毎月第２火曜日及び第２木曜日 

（祭日の場合は第３火曜日または第

３木曜日となります。） 

10:00～12:00、13:30～15:30 

 船橋支部「税務支援センター」 

〔相続税〕 

毎月第３木曜日（祭日の場合は第四

木曜日となります。） 

10:00～12:00、13:30～15:30 

 船橋支部「税務支援センター」 

※税理士関与のない方で、船橋市に

在住、又は勤務の個人事業者及び

船橋市に所在する法人。ご希望の

方は、お電話にてご予約くださ

い。 

※相談は一回 30 分以内。ただしア

ウトラインを示すもので、具体的

な税額計算は行いません。 
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支部名 所在地・電話番号 常設相談所開設日・相談場所 

佐原支部 

〒289-0332 

香取市南原地新田 353 

野村勲税理士事務所内 

0478-80-0558  

毎月第２・第４月曜日 

10:00～12:00、13:00～15:00 

会場は、担当する各税理士の事務

所となります。 

※原則として事前予約制ですので、

支部ホームページで確認の上、担

当税理士宛に事前予約をお願いし

ます。１人あたりの相談時間は１

時間を目安とします。 

銚子支部 

〒288-0045 

銚子市三軒町 19-4 

 銚子商工会館４階 

0479-22-3901（代表） 

平日 13:00～17:00 

※上記時間以外は、留守番電話で 

受付 

毎月第３火曜日 

10:00～12:00、13:00～16:00 

銚子商工会館 2 階 

※税理士及び税理士法人の関与して

いない方々を対象としています。

なお、事前に電話での予約が必要

ですので注意して下さい。１人あ

たりの相談時間は１時間以内とて

おりします。  

東金支部 

〒283-0068 

東金市東岩崎 1-5 

 東金商工会館 3 階 

0475-50-6322（代表） 

平日 9:00～12:00 

毎月第１・３水曜日 

10:00～15:00（祝日は休み） 

 東金支部「税務支援センター」 

※税理士及び税理士法人の関与して

いない方々を対象としています。

なお、事前に電話での予約が必要

です。当日可。 

※１人あたりの相談時間は１時間以 

内としております。 

茂原支部 

〒297-0026 

茂原市茂原 443 

 茂原商工会館 3 階 

0475-26-7372 

平日 10:00～12:00 

毎月第３木曜日 

10:00～12:00 

 茂原支部「税務支援センター」 

※茂原市、勝浦市、いすみ市、長生

郡、夷隅郡に在住の、税理士及び税

理士法人の関与していない方々を対

象としています。なお、事前に電話

での予約が必要です。 

※１人あたりの相談時間は１時間以

内としております。 
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支部名 所在地・電話番号 常設相談所開設日・相談場所 

木更津支部 

〒292-0838 

木更津市潮浜 1-17-59 

 木更津商工会館４階 

0438-37-9000（代表） 

平日 9:00～17:00 

毎月第２水曜日 

10:00～12:00、13:00～16:00 

木更津商工会館 1 階相談室 

※税理士及び税理士法人が関与して

いない一般納税者。申告書の作成

や作成済み申告書のチェック等は

行いません。 

館山支部 

〒294-0045 

館山市北条 1454-1 

齋藤守行税理士事務所内 

 0470-23-4757  

  

毎月第２火曜日 

10:00～12:00、13:00～16:00 

 〔1 月、３月～10 月、12 月〕 

法青会館  

館山市北条 1491-6 

 （第三中学校そば） 

 〔2 月、11 月のみ〕 

イオンタウン館山 

 コミュニティホール 

 館山市八幡 545−１ 

※0470-23-4132 

（予約受付電話） 

〔担当 / 相樂〕 

平日 9:00～17:00。電話予約の

上、ご来場ください。電話でのご相

談は行いません。毎回前月末日に締

め切ります。 

※１人あたりの相談時間は 30 分と

なっています。なお、２月及び 11

月は予約なしでご相談いただけま

す。 
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【千葉県社会保険労務士会】〒260-0015 千葉市中央区富士見 2-7-5 

富士見ハイネスビル７階 

 

043-223-6002（代表） 平日 9:00～17:00  

名称・相談内容 電話番号 相談日時 

総合労働相談所 

（賃金・解雇・セクハラ・労働

条件の不利益変更などの雇用に

伴うトラブル等のご相談） 
043-224-8701  

（予約専用ダイヤル） 

毎週水曜日 

10:00～16:00  

※無料面談相談・予約制 

働き方改革推進相談窓口 

毎週水曜日 

10:00～16:00  

※無料面談相談・予約制 

「医療労務相談コーナー」 

※千葉労働局受託事業 

043-227-2235  

（予約・相談専用ダイ

ヤル） 

平日 9:00～17:00 

※医療経営者・勤務者（医

師・看護師、コメディカル、

事務職員）の皆さんが対象 

社労士会労働紛争解決センター千葉 

千葉県社会保険労務士会が運営する労働関係の紛争についてあっせんを行い、解決のお

手伝いをする機関です。 

 取扱う紛争は、次のいずれにも該当するものとします。 

①  当事者の一方の住所または所在地が千葉県内にあること。 

  ② 労働関係の問題についての個々の労働者と使用者との間の紛争であること。 

費用については、当面の間、無料です。 

あっせん申立の方法は、解決センター千葉事務所の窓口へ申出て下さい。 

申立受付は、平日 9:00～17:00。土曜、日曜、祝日と年末年始（12 月 29 日から１ 

月３日まで）は、除きます。電話は千葉県社会保険労務士会の代表電話です。 

支部名 所在地・電話番号 常設相談所開設日・相談場所 

千葉支部 

〒260-0854 

千葉市中央区長洲 1-15-7 

  千葉県森林会館 304 号室

043-224-9027（代表） 

平日 9:00～17:00 

毎月第 1・第 3 月曜日 

  10:00～16:00 

 千葉支部事務所内 

※年金・労働問題を中心とした無料相談会       

※予約優先。ご希望の方は、支部事務所へ

お電話ください。 

船橋支部 

〒273-0005 

船橋市本町 1-10-10 

船橋商工会議所会館 5 階 

 平日 9:00～17:00 

 

 ※支部からの要請により、 

  電話番号は非開示 

FACE 労働相談 無料労働相談 

毎月第 2・第 4 金曜日 

（1 月と 8 月及び祝日を除く） 

18:00～20:00          

船橋駅前ＦＡＣＥビル 5 階  

相談室 1、2 

※予約優先。一般の方・経営者の方を対象

予約先：船橋市役所 商工振興課 

 047-436-2477 

平日 9：00～17：00  
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支部名 所在地・電話番号 常設相談所開設日・相談場所 

船橋支部 

（続き） 

 労働なんでも相談（市川市）無料労働相談 

  毎月第 1、第 3 水曜日 

（2 月と 8 月及び祝日を除く） 

18:00～20:00 

  〒272-0023 

市川市南八幡 2-20- 1 

 勤労福祉センター本館 2 階集会室 

※予約者優先。相談時間は 1 人 30 分以

内。労働者の方、経営者の方を対象 

予約先：市川市役所産業振興課 

 雇用労政グループ 

047-704-4131 

平日 9：00～17：00 

東葛支部 

〒270-0034 

 松戸市新松戸 1-341 

小金開発ビル 3 階 

047-345-9992 

 平日 9:00～15:00 

 毎週日曜日 

 10:00～15:00 

 東葛支部内 

※年金全般、セクハラ、雇用・休暇、労使

トラブル、労働条件、賃金・残業手当、

解雇、就業規則・賃金規程の見直し、人

事制度の見直し 

※予約制。ご希望の方は、支部事務所へお

電話ください。 
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【一般社団法人 全国銀行協会】〒100-0004 

東京都千代田区大手町 2-6-1  

朝日生命大手町ビル 19 階  

相談名（相談内容） 相談日・相談場所 

全国銀行協会相談室 

（銀行法上のすべての銀行およ 

び農林中央金庫に関するご相談 

やご照会、ご意見・苦情） 

 0570-017109（ナビダイヤル） 

 または 03-5252-3772 

 平日９:00～17:00（祝日及び銀行の休業日を除く） 

※加入銀行以外の金融機関に関する相談、苦情の申し出お

よび紛争の解決の申立ては、受け付けることができませ

ん。 

※お客さまのお申し出内容を正確に把握し、適切に対応す

るために、通話内容を録音させていただいております。      

※お越しいただく場合は、お電話でご予約をお願いいたし

ます。 

（カウンセリングサービス） 

（全国銀行協会相談室では、住 

宅ローンやカードローン等を利 

用され、返済にお困りの個人の 

お客さまを対象に、「カウンセ 

リングサービス」を実施してい 

ます。） 

             

 050-3540-7553 （ナビダイヤル）                                                                                       

予約受付時間 平日９:00～17:00                                 

（祝日及び銀行の休業日を除く） 

相談時間                                        

月曜日、火曜日 、木曜日 

 10:00～12:00、13:00～17:00    

水曜日、金曜日               

10:00～12:00、13:00～19:00 

（祝日及び銀行の休業日を除く） 

相談方法 

電話または面談 

 

 

【一般社団法人 千葉県銀行協会】〒260-0013 千葉市中央区中央 2-5-1 

 千葉中央ツインビル 2 号館 12 階 

相談名（相談内容） 相談日・相談場所 

銀行とりひき相談所 

（会員銀行に関するご相談等） 

 043-222-8009 

 平日９:00～17:00（祝日及び銀行の休業日を除く） 

※会員銀行以外の金融機関に関する相談、苦情の申し出お

よび紛争の解決の申立ては、受け付けることができませ

ん。 

※お越しいただく場合は、お電話でご予約をお願いいたし

ます。                     

※「銀行とりひき相談所」は、受け付けた苦情がお客さま

と会員銀行の間では解決できず、全国銀行協会相談室等

を利用して解決を図ることが適当と判断した場合、お客

さまのご希望を確認させていただいたうえで、お客さま

に全国銀行協会相談室等をご紹介いたします。 
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【一般社団法人 全国信用金庫協会】〒103－0028 

東京都中央区八重洲１－３－７ 

八重洲ファーストフィナンシャルビル 11 階 

相談名（相談内容） 相談日・相談場所 

全国しんきん相談所 

（信用金庫とのお取引に関する 

さまざまなご相談やご照会、ご 

意見および苦情・紛争） 

 03-3517-5825 

 平日９:00～17:00 

（祝祭日その他信用金庫の休業日は、受け付けをお休み 

させていただきます。） 

※電話、手紙および来訪により受け付けています。来訪さ

れる場合は事前にご連絡のうえ時間帯をご確認ください。 

 

 

【一般社団法人 関東信用金庫協会】〒104-0031 

東京都中央区京橋３－８－１ 

 信用金庫会館京橋別館  

相談名（相談内容） 相談日・相談場所 

関東地区しんきん相談所 

（会員信用金庫の取引に関する 

さまざまなご相談やご照会、会 

員信用金庫に対するご意見や苦

情） 

 03-5524-5671 

 平日９:00～17:00 

（祝祭日その他信用金庫が休業日の日は除く） 

※ご相談・苦情は、お電話、お手紙または来訪によっても

受け付けております。 

直接お越しいただく際は、事前にお電話で時間帯等を確

認ください。 

 

 

【一般社団法人 全国信用組合中央協会】〒104-0031 

    東京都中央区京橋１-９-１ 

全国信用組合会館内 

相談名（相談内容） 相談日・相談場所 

全国しんくみ相談所 

（信用組合の業務に関するお客 

様からの苦情やご意見ご相談な 

ど） 

 03-3567-2456 

 平日９:00～17:00 

（祝日及び信用組合の休業日は除く） 

※苦情やご意見ご相談などは、電話、手紙または来訪によ

っても受け付けています。  直接お越しいただく際は、事

前に電話で日時等をご連絡ください。なお、お客さまが反

社会的勢力であることが明らかになった場合や、恫喝的ま

たは脅迫的な言動があった場合、また公序良俗や社会的公

正性に反する行為等に関連する事案の場合などにおいて

は、苦情等に応じませんので、ご了承ください。 
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【一般社団法人 生命保険協会】〒100-0005  

東京都千代田区丸の内 3-4-1 

 新国際ビル 3 階  

相談名（相談内容） 相談日・相談場所 

生命保険相談所 

（生命保険に関するさまざまな 

ご相談やご照会、苦情） 

 03-3286-2648 

 平日９:00～17:00（祝日、年末年始を除く） 

※電話相談またはご来訪でのご相談（※16：00 までにお

越し下さい。） 

 

 

【一般社団法人 生命保険協会千葉県協会】 

〒260-0015 

千葉市中央区富士見 2-15-11 

日本生命千葉富士見ビル 6 階  

相談名（相談内容） 相談日・相談場所 

生命保険相談所千葉県連絡所 

（生命保険に関するさまざまな 

ご相談やご照会、苦情） 

 043-225-6467 

 平日９:00～17:00（祝日、年末年始を除く） 

※電話相談またはご来訪でのご相談（※16：00 までにお

越し下さい。） 

 

 

【一般社団法人 日本損害保険協会】〒101-0063  

東京都千代田区神田淡路町 2-105 

 ワテラスアネックス 7 階  

相談名（相談内容） 相談日・相談場所 

そんぽADRセンター東京 

（交通事故に関する相談・その 

他損害保険さまざまなご相談や 

ご照会、苦情） 

 0570-022808（ナビダイヤル） 

または 03-4332-5241（代表及びＩＰ電話受付） 

平日９:15～17:00 

（祝日・休日および 12／30～１／４を除く） 

※電話、文書、来訪でのご相談。来訪でのご相談等をご希

望の場合は、事前に代表電話番号までお電話をいただき、

ご相談等の概要をお話いただくとともに、来訪日時をご予

約の上お越しくださいますよう、お願いいたします。 
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【一般社団法人 保険オンブズマン】〒105-0001  

東京都港区虎ノ門 3-20-4 

虎ノ門鈴木ビル 7 階 

相談名（相談内容） 相談日・相談場所 

（外資系損害保険会社または保

険仲立人と顧客との間に関する

トラブルに対し、関係当事者間

で解決できない場合に、苦情お

よび紛争解決の申立て） 

 03-5425-7963 

 平日９:00～12:00、13:00～17:00                 

（祝日・年末年始を除きます） 

 

 

 

【一般社団法人 日本共済協会】  〒160-0022  

東京都新宿区新宿 5-5-3  

建成新宿ビル 6 階 

相談名（相談内容） 相談日・相談場所 

共済相談所 

（全国共済農業協同組合連合 

会、全国労働者共済生活協同組 

合連合化等会員団体の共済事業 

に関する相談や苦情） 

 03-5368-5757 

 平日９:00～17:00（祝日、年末年始を除く） 

※原則、電話による相談等になります。適切な対応を行う

ため、お電話の内容を録音させていただいております。

あらかじめご了承いただきますようお願いします。 

  電話での相談等に不都合のある場合には、文書での受

付が可能です。（ただし、利用者様の情報を適切に取り

扱うため、封書に限定し、葉書やファックスのご利用は

ご遠慮いただいています。また、利用者様のご連絡先を

ご記載ください。） 

※必要な助言等をさせていただくほか、相談等の内容に応

じて関係団体窓口や適切な外部相談窓口を案内していま

す。なお、自動車共済・自賠責共済の賠償に関する苦情

については、取り扱いません。 

 

 

【一般社団法人 日本少額短期保険協会】〒104-0032 

 東京都中央区八丁堀 3-12-8 

 HF 八丁堀ビルディング 2 階 

相談名（相談内容） 相談日・相談場所 

少額短期ほけん相談室 

（少額短期保険業者に対する相 

談・苦情のお申し出） 

 0120-82-1144 

 平日９:00～12:00、13:00～17:00 

（祝日ならびに年末年始休業期間を除く） 
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【日本貸金業協会】          〒108-0074  

東京都港区高輪 3-19-15  

二葉高輪ビル 2 階 

相談名（相談内容） 相談日・相談場所 

貸金業相談・紛争解決センター 

（貸金業務に関連する借入れや 

返済のご相談、多重債務者救済 

の一環としての貸付自粛制度の 

受付、貸金業者の業務に対する 

苦情） 

 0570-051-051（ナビダイヤル） 

 または 03-5789-3861 

 平日９:00～17:00 

（祝休日、年末年始（12/29～１/４）を除く） 

※お電話での申出内容を正しく把握するため、会話の内容

を録音させていただく場合があります。 

※来協での受付は、事前に電話にてご予約ください。 

 

 

【特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター】   

〒103-0025  

東京都中央区日本橋茅場町２－１－１ 

第二証券会館 

相談名（相談内容） 相談日・相談場所 

（株や投資信託、FXなど金融商 

品の取引に関するトラブルにつ 

いて、ご相談や苦情） 

 0120-64-5005（フリーダイヤル） 

 FAX 03-3669-9833 

 平日９:00～17:00 

（祝日（振替休日を含む）および年末年始（12/31～

１/３）を除く） 

※原則として、お電話でで承ります。また、郵送、ファッ

クスからも受け付けます。ただしこの場合、後日当セン

ターから、お客様にお電話をして、詳しいお話をお聴き

することとなります。必ずお客様の電話番号を記載して

ください。 

※「どんな金融商品に投資したら良いのか」、といった投

資相談、「企業業績や株価を教えて欲しい」といったお

問い合わせには、応じることができません。また、当セ

ンターでお受けする相談内容には、預金、保険、商品先

物取引などは除かれます。 
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【日本商品先物取引協会】       〒103-0012 

    東京都中央区日本橋堀留町 1-10-７ 

東京商品取引所ビル６階 

相談名（相談内容） 相談日・相談場所 

相談センター 

（商品先物取引業務に関するお 

客様からの相談、苦情） 

 03-3664-6243 

 平日９:00～17:00（祝休日、12/29～1/4 を除く） 

※協会に加入していない業者や外国為替証拠金取引等につ

いては、協会では取り扱うことができません。 

※直接協会へご来訪の場合は事前に予約が必要です。 

 

 

【公益財団法人 交通事故紛争処理センター 東京本部】           

〒163-0925 

東京都新宿区西新宿 2-3-1  

新宿モノリスビル 25 階 

相談名（相談内容） 相談日・相談場所 

（自動車事故の被害者と加害者 

または加害者が契約する保険会 

社又は共済組合との示談をめぐ 

る紛争を解決するため、被害者 

と相手方との間に立って法律相 

談、和解あっ旋及び審査手続を 

実施） 

 03-3346-1756（電話予約専用） 

 予約受付時間 平日９:00～12:00、13:00～17:00

（祝休日、12/29～1/4 を除く） 

※まず、電話で利用の予約をしていただます。その際、和

解あっ旋が可能な状況かどうか確認させていただき、あ

っ旋が可能な状況であれば受付けをいたしますので、後

日初回相談の日時等を記載した通知及び利用申込書、利

用規定等を郵送しますので、利用規定の内容に同意した

上で、利用申込書をご提出ください｡予約日にお越しく

ださい。 
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【一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構】      

                  〒101-0062 

東京都千代田区神田駿河台 3-4 

龍名館本店ビル 11 階 

相談名（相談内容） 相談日・相談場所 

相談室 

（自賠責保険・共済に関する保 

険金又は共済金に関する相談、 

苦情） 

①保険金・共済金の支払基準等 

に関すること（治療費・休業 

補償・慰謝料等） 

②賠償責任の有無及び重過失に 

 よる減額に関すること       

③後遺障害の等級認定制度等に 

 関すること            

④調停（紛争処理）申請の手続 

等に関すること 

 0120-159-700 

（固定電話、携帯電話及び自動車電話からご利用になれ 

ます。） 

平日９:00～12:00、13:00～17:00 

（祝日、年末年始（12/28～1/4）を除く） 

※自賠責保険・共済は、人身事故に係る損害賠償責任保

険・共済です。従って、車両の損害等物的な損害は対象

とはなりません。 

※裁判所で係争中の案件については、本機構では承ること

ができません。他の紛争処理機関（例：交通事故紛争処

理センター）で既に紛争解決または示談斡旋等を申し立

てている案件についても同様です。 

 

 

【公益財団法人 日弁連交通事故相談センター】      

              

相談名（相談内容） 相談日・相談場所 

電話相談 

（自賠責保険または自賠責共済 

に加入することを義務づけられ 

ている車両による国内での「自 

動車・二輪車」事故の民事関係 

の問題についてです（刑事処 

分・行政処分の相談はできませ 

ん。）。） 

0570-078325（ナビダイヤル）       

平日 10:00～16:30（祝祭日を除く） 

※毎月 10 日は、19:00 まで相談時間を延長（10 日が土

曜日、日曜日、祝日に当たる場合は、休日明けの平日に

実施します。）。 

※相談できる時間は 10 分程度です。電話相談では、書類

を拝見できませんので、例えば、過失割合の場合の判断

などは、面接相談のご利用をご案内する場合がありま

す。 

※相談者様からの電話を全国の相談所の弁護士が自動転送

によって受け付ける体制をとっています。お住まいの近

くの相談所ではなく、遠方の相談所に接続されることも

ありますが、ご了承ください。業務開始の 10 時直後や

終了間際の 16 時以降の時間帯は混雑のため、つながり

にくい場合がございます。 

 

03-3581-1770（ＩＰ電話受付） 

平日 10:00～12:30、13:00～15:30 

（祝祭日を除く） 
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相談名（相談内容） 相談日・相談場所 

面接相談 

（自賠責保険または自賠責共済 

に加入することを義務づけられ 

ている車両による国内での「自 

動車・二輪車」事故の民事関係 

の問題についてです（刑事処 

分・行政処分の相談はできませ 

ん。）。） 

※相談できる時間は 30 分程度、原則として 5 回まで相談

可能です。面接相談をご希望の場合、お近くの相談所 

にお電話にてお申込みください。また、面接相談の際に

は、事故に関係のある以下の資料を、お持ちいただくと

効率的に相談を受けることができます。 

※主な相談内容は、 

①損害賠償額の算定 

②相手方保険会社から提示を受けた賠償額の適否等 

③賠償責任の有無、過失の割合 

④賠償義務者（勤務中の事故（会社所有車の事故・マイカ

ーで会社の仕事中の事故・下請け会社の起こした事故に

対する 元請け会社の責任）、車の貸借中の事故、無断転

貸、子名義の車の事故に対する親の責任、駐車車両の責

任、盗難車の事故等） 

⑤損害の請求方法 

⑥自賠責保険及び自動車保険関係の問題、政府保障事業

（ひき逃げや無保険車による事故に関する「保障事業へ

の損害のてん補請求」手続） 

⑦その他、交通事故の民事上の法律問題（示談の仕方、時

効等） 

※ご用意いただきたい資料の例（ご準備いただける範囲内

で結構です。） 

①交通事故証明書、事故状況を示す図面、現場・物損等の

写真 

②診断書、診療報酬明細書 

③後遺障害診断書 

④事故前の収入を証明するもの（給与明細書、休業損害証

明書、源泉徴収票・確定申告書の写し等） 

⑤相手方からの提出書類（賠償額の提示書等） 

相談所名・所在地・電話番号 取扱業務・相談日 

千葉相談所 

〒260-0013 

 千葉市中央区中央4-13-9 

千葉県弁護士会館内 

   043-227-8530 

  （予約受付電話） 

[面接相談] 

予約受付 月曜日・金曜日 9:30～11:30 

     （祝日を除く）  

相談日  月曜日・金曜日 13:00～15:30 

     （祝日を除く） 

[高次脳機能障害面接相談] 

 自動車事故を原因とする高次脳機能障害（交通事

故で脳が損傷を受けたことにより、その後、一見完

全に回復したようにみえても、認知障害、行動障

害、人格変化が起きている状態）の損害賠償問題に

ついて、面接による無料相談 

※予約受付及び相談日は、面接相談と同じです。 
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相談所名・所在地・電話番号 取扱業務・相談日 

松戸相談所 

 〒271-0092 

松戸市松戸1281-29 

松戸東洋ビル4階 

     千葉県弁護士会松戸支部内 

  047-366-6611 

  （予約受付電話） 

[面接相談] 

予約受付 平日 10:00～11:30、13:00～16:00 

     （祝日を除く） 

相談日  毎月第 1・第 2・第 3・第 4 水曜日

13:00～15:30 

     （祝日を除く） 

京葉相談所 

 〒273-0005  

船橋市本町2-1-34 

 船橋スカイビル5階 

 千葉県弁護士会京葉支部・ 

船橋法律相談センター内 

[面接相談] 

予約受付 平日  9:00～12:00、13:00～16:30 

     土曜日 10:00～12:00、13:00～14:30 

     （祝日を除く） 

相談日  金曜日 13:00～15:30 

     （祝日を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 千葉行政監視行政相談センターのご案内 

 
 関東管区行政評価局の現地拠点として、行政課題に応じた現場での

行政情報の収集・分析と行政相談に取り組んでいます。 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

各 種 相 談 窓 口 ガ イ ド（千葉県） 

 

平成24（2012）年３月      初版       発行 

令和元（2019）年９月    令和元年度版 発行 

 

編集  千葉行政監視行政相談センター  行政監視行政相談課 

所在地：〒260-0024 

千葉県千葉市中央区中央港1-11-3  千葉地方合同庁舎７階 

ＴＥＬ：043-246-9821（代表） 

ＦＡＸ：043-246-9829 

ホームページ：http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/chiba.html 

 



 行政相談のマスコット「キクーン」 

 
 

 

＜行政苦情１１０番＞ 
おこまりならまるまるくじょーひゃくとおばん 

０５７０－０９０１１０ 

（０４３－２４４－１１００） 

◇行政苦情１１０番は、全国どこからでも同一の電話番号でかけられるようになっています。番号

は同一でも、ご相談を受けるのは最寄りの総務省行政相談窓口（千葉県から電話された場合は、千

葉行政監視行政相談センター）につながります（通話料がかかります。）。 

 


