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別紙（１） 福祉施設一覧（種別毎）

■ 障害者福祉施設

No 種別 事業所名称 地区

1 生活介護 ゆたか福祉苑 豊富

2 生活介護 けいよう 二和

3 生活介護、就労継続支援（Ｂ型） ふなばし工房 豊富

4 生活介護 藤良苑 ⾼根・⾦杉

5
⽣活介護、⾃⽴訓練（⽣活訓練）、
就労継続支援（Ｂ型）

船橋市光風みどり園 豊富

6
⽣活介護、⾃⽴訓練（機能訓練）、
就労継続支援（Ｂ型）

障害者通所施設 オーヴェル 法典

7 就労継続支援（Ｂ型） 障害者の働く場もえぎ 習志野台

8 生活介護、就労継続支援（Ｂ型） ワーカーズハウスぐらす 二宮・飯山満

9 就労継続支援（Ｂ型） ワークアイ・船橋 中山

10 生活介護、就労継続支援（Ｂ型） カメリアハウス 法典

11 生活介護 第１紙好き工房空と海 豊富

12
⽣活介護、就労移⾏⽀援（⼀般
型）、就労継続支援（Ｂ型）

みらい工芸館 豊富

13 就労継続支援（Ｂ型） １to１船橋しごとサポートセンターりすたあと 前原

14 生活介護、就労継続支援（Ｂ型） はみんぐばあど 豊富

15 就労継続支援（Ｂ型） 石陶房 前原

16 就労継続支援（Ｂ型） 夢工房まごめざわ 法典

17 就労継続支援（Ｂ型） 障がい福祉サービス事業所 こんぽーる 宮本

18
就労移⾏⽀援（⼀般型）、就労継
続支援（Ｂ型）

ワークアイ・ジョブサポート 中山

19 生活介護 船橋市身体障害者福祉作業所太陽 二和

20 就労移⾏⽀援（⼀般型） LITALICO ワークス船橋 宮本

21 就労継続支援（Ａ型） ＥＯＳファーム船橋 葛飾

22 就労移⾏⽀援（⼀般型） ロクマル ジョブサ船橋 本町

23 就労継続支援（Ａ型） サークル 法典

24 生活介護、就労継続支援（Ｂ型） ワルツ 八木が谷

25 就労移⾏⽀援（⼀般型） ウェルビー⻄船橋駅前センター 葛飾

26 宿泊型⾃⽴訓練 医療法⼈社団健仁会ひまわり苑 豊富

27 生活介護、就労継続支援（Ｂ型） かりん 新高根・芝山

28 就労移⾏⽀援（⼀般型） ジョブサ船橋アドバンス 本町

29 生活介護、就労継続支援（Ｂ型） ろーずまりー 三山・田喜野井

30
⽣活介護、⾃⽴訓練（⽣活訓練）、
就労継続支援（Ｂ型）

ベルサポ 湊町

31 生活介護 やちゃぼう 高根台

32 就労継続支援（Ａ型） グローアップ船橋 薬円台

33
就労移⾏⽀援（⼀般型）、就労継
続支援（Ａ型）

アビリティーサービス 葛飾

34 生活介護 アイル 宮本

35 就労継続支援（Ａ型） ジョブソワ船橋事業所 塚田

36 就労移⾏⽀援（⼀般型） Melk 船橋 office 本町

37 就労継続支援（Ｂ型） そよ風ひろば はぐくみ 前原

38 就労継続支援（Ｂ型） 多機能型事業所 ＲＯＹＡＬ ＥＮＧＩＮＥ 塚田

39 就労移⾏⽀援（⼀般型） Melk 津田沼 office 前原

40 就労継続支援（Ａ型） グローアップ前原 前原

41 就労継続支援（Ｂ型） ⻄船橋ワークショップ 葛飾

42 生活介護 障害者通所施設 アトリエ プレジュ 塚田

No 種別 事業所名称 地区

43 生活介護、就労継続支援（Ｂ型） おひさま 塚田

44 ⽣活介護、⾃⽴訓練（⽣活訓練） コン 中山

45 生活介護 才和苑 二和

46 就労継続支援（Ａ型） パレット⻄船橋 葛飾

47 就労継続支援（Ｂ型） 茗荷舎福祉作業所 高根台

48 就労継続支援（Ｂ型） casa みなと 湊町

49 就労継続支援（Ｂ型） 就労支援事業所 ロイヤルファクトリー 塚田

50 就労継続支援（Ａ型） こむはにぃ 新高根・芝山

51 就労継続支援（Ａ型） 夢工場 海神

52 生活介護 おひさま高根 ⾼根・⾦杉

53 就労移⾏⽀援（⼀般型） LITALICO ワークス⻄船橋 葛飾

54 就労継続支援（Ｂ型） 就労継続支援Ｂ型事業所アート工房優 法典

55 就労継続支援（Ａ型） スカイ⻄船橋 葛飾

56 就労継続支援（Ａ型） 心郷舎 二和

57 生活介護、就労継続支援（Ｂ型） 第２紙好き工房空と海 豊富

58 就労移⾏⽀援（⼀般型） ディーキャリア船橋オフィス 本町

59 就労継続支援（Ｂ型） 円 塚田

60 生活介護、就労継続支援（Ｂ型） あるま 二和

61 施設入所支援、生活介護、短期入所 のまる 豊富

62 施設入所支援、生活介護、短期入所 障害者支援施設ローゼンヴィラ藤原 法典

63 施設入所支援、生活介護、短期入所 障害者支援施設誠光園 豊富

64 施設入所支援、生活介護、短期入所 大久保学園 豊富

65 短期入所 大久保学園 単独短期 A棟 豊富

66 短期入所 大久保学園 単独短期 B棟 豊富

67 短期入所 とよとみみらい館 豊富

68 日中一時支援事業（単独型） サンガ 八木が谷

69 日中一時支援事業（単独型） はに come るーむ 高根台

70 日中一時支援事業（単独型） ステップ 習志野台

71 日中一時支援事業（単独型） はにーびい 習志野台

72 日中一時支援事業（単独型） さかいリハ「ＷＨＩＺ」倶楽部・薬円台 薬円台

73 日中一時支援事業（単独型） てるてるぼうず 習志野台

74 日中一時支援事業（単独型） ケアサービス陽だまり 宮本

75 日中一時支援事業（単独型） ララホーム 前原

76 日中一時支援事業（単独型） 株式会社インファーム 福祉事業部メロディー 前原

77 日中一時支援事業（単独型） そよ風ひろば宝珠 前原

78 日中一時支援事業（単独型） 生活支援センターぐらす グッタイム 前原

79 日中一時支援事業（単独型） みんなのいえチャオ 新高根・芝山

80 日中一時支援事業（単独型）
ＮＰＯ法人ロンの家福祉会 ケアハウスノームの
⾥

二宮・飯山満

81 日中一時支援事業（単独型） なかにわテラス 塚田

82 日中一時支援事業（単独型） キッズハウスＣＯＣＯ 塚田

83 日中一時支援事業（単独型） kiitos!駅前校 塚田

84 日中一時支援事業（単独型） kiitos! 塚田

85 日中一時支援事業（単独型） ＣＯＣＯ 湊町

86 地域活動支援センターⅢ型 地域活動支援センターとまりぎ 海神

87 地域活動支援センターⅢ型 地域活動支援センターかんぱす 宮本

88 地域活動支援センターⅢ型 地域活動支援センターアーモ 二和

89 地域活動支援センターⅢ型 地域活動支援センターカレーサ ⾼根・⾦杉

90 地域活動支援センターⅢ型 希望の鐘福祉作業所 習志野台

91 地域活動支援センターⅢ型 さざんかクラブ 中山

92 地域活動支援センターⅢ型 Caf'e すまいる 前原

93 地域活動支援センターⅢ型 ひなたぼっこ 本町
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94 心身障害者福祉作業所 船橋ふくしの家 夏⾒

95 心身障害者福祉作業所 障害者福祉作業所WAVE 海神

96 知的障害者生活ホーム かつみ荘 三咲

97 知的障害者生活ホーム あかり 前原

■ 高齢者福祉施設

No 種別 事業所名称 地区

1 ⼩規模多機能型居宅介護 ディアフレンドならしの 三山・田喜野井

2 ⼩規模多機能型居宅介護 けあふるタウン⽇⾹⾥ 八木が谷

3 小規模多機能型居宅介護 ⼩規模多機能ステーションガーデンコート⻄船橋 葛飾

4 ⼩規模多機能型居宅介護 生活クラブ風の村小規模多機能ハウス高根台 高根台

5 ⼩規模多機能型居宅介護 小規模多機能ステーションガーデンコート船橋三山 三山・田喜野井

6 ⼩規模多機能型居宅介護 セントケア夏⾒ 夏⾒

7 ⼩規模多機能型居宅介護 ⼩規模多機能型居宅介護 鶴⻲ 法典

8 ⼩規模多機能型居宅介護
パナソニック エイジフリーケアセンター船橋夏⾒・⼩
規模多機能

夏⾒

9 ⼩規模多機能型居宅介護
パナソニック エイジフリーケアセンター船橋習志野
台・小規模多機能

習志野台

10 ⼩規模多機能型居宅介護 ⼩規模多機能居宅介護ソレイユ⾼根台 高根台

11 短期入所生活介護 特別養護⽼⼈ホームワールドナーシングホーム 二宮・飯山満

12 短期入所生活介護
特別養護⽼⼈ホーム第２ワールドナーシングホー
ムショートステイサービス

二宮・飯山満

13 短期入所生活介護 特別養護⽼⼈ホーム三⼭園 三山・田喜野井

14 短期入所生活介護 特別養護⽼⼈ホーム古和釜恵の郷 豊富

15 短期入所生活介護 船橋百寿苑短期入所サービス 豊富

16 短期入所生活介護 船橋梨⾹園ショートステイサービス 豊富

17 短期入所生活介護 特別養護⽼⼈ホームローゼンヴィラ藤原 法典

18 短期入所生活介護 船橋あさひ苑ショートステイ 塚田

19 短期入所生活介護 南生苑ショートステイサービス 豊富

20 短期入所生活介護 ショートステイさわやか苑 夏⾒

21 短期入所生活介護 ショートステイオレンジガーデン 新高根・芝山

22 短期入所生活介護 健恒会ショートステイ ⾼根・⾦杉

23 短期入所生活介護 短期入所生活介護事業所習志野台みゆき苑 習志野台

24 短期入所生活介護 在宅ケアサービスソラスト薬園台 薬円台

25 短期入所生活介護 医療法⼈社団三松会ショートステイさくら 大穴

26 短期入所生活介護 船橋市朋松苑ショートステイサービス 葛飾

27 短期入所生活介護 特別養護⽼⼈ホームひかりの郷 二和

28 短期入所生活介護 特別養護⽼⼈ホームさくら館 習志野台

29 短期入所生活介護 プレーゲ船橋短期入所生活介護事業所 豊富

30 短期入所生活介護 特別養護⽼⼈ホーム南三咲 三咲

31 短期入所生活介護 特別養護⽼⼈ホームつぼい愛の郷 坪井

32 短期入所生活介護 ショートステイたか音の杜 高根台

33 短期入所生活介護 船橋笑寿苑短期入所サービス 大穴

34 短期入所生活介護 特別養護⽼⼈ホームさわやか苑（ユニット型） 夏⾒

35 短期入所生活介護
特別養護⽼⼈ホームローゼンヴィラ藤原（ユニット
型）

法典

36 短期入所生活介護 みさきショートステイわかば 二和

37 短期入所生活介護 なつみ平ショートステイ ⾼根・⾦杉

38 短期入所生活介護 みやぎ台南生苑ショートステイサービス 八木が谷

39 短期入所生活介護 ふなばし翔裕園ショートステイサービス 塚田

40 短期入所生活介護 ショートステイいこいの森 豊富

No 種別 事業所名称 地区

41 短期入所生活介護 シンシア船橋 豊富

42 短期入所生活介護 ヴィレッタディーオーアイ 中山

43 短期入所生活介護 あずみ苑⻄船橋 葛飾

44 短期入所生活介護 船橋愛弘園短期入所生活介護事業所 高根台

45 短期⼊所療養介護 介護⽼⼈保健施設はさま徳洲苑 二宮・飯山満

46 短期⼊所療養介護 介護⽼⼈保健施設前原苑 前原

47 短期⼊所療養介護 介護⽼⼈保健施設スターチス船橋 二宮・飯山満

48 短期⼊所療養介護 介護⽼⼈保健施設船橋ケアセンター 八木が谷

49 短期⼊所療養介護 介護⽼⼈保健施設やすらぎ 宮本

50 短期⼊所療養介護 介護⽼⼈保健施設千葉徳洲苑 大穴

51 短期⼊所療養介護 介護⽼⼈保健施設フェルマータ船橋 二宮・飯山満

52 短期⼊所療養介護 介護⽼⼈保健施設ロータスケアセンター 法典

53 短期⼊所療養介護 介護⽼⼈保健施設⼤⽳さくら苑 大穴

54 短期⼊所療養介護 介護⽼⼈保健施設船橋うぐいす園 ⾼根・⾦杉

55 短期⼊所療養介護 介護⽼⼈保健施設ふなばし光陽 豊富

56 短期⼊所療養介護 介護⽼⼈保健施設オレンジガーデン・ケアセンター 新高根・芝山

57 短期⼊所療養介護 介護⽼⼈保健施設みさきの郷 三咲

58 短期⼊所療養介護 介護⽼⼈保健施設 リハビリケア船橋 本町

60
介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈
ホーム）

特別養護⽼⼈ホームワールドナーシングホーム 二宮・飯山満

61
介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈
ホーム）

特別養護⽼⼈ホーム第２ワールドナーシングホー
ム

二宮・飯山満

62
介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈
ホーム）

特別養護⽼⼈ホーム三⼭園 三山・田喜野井

63
介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈
ホーム）

特別養護⽼⼈ホーム古和釜恵の郷 豊富

64
介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈
ホーム）

特別養護⽼⼈ホームローゼンヴィラ藤原 法典

65
介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈
ホーム）

特別養護⽼⼈ホーム船橋梨⾹園 豊富

66
介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈
ホーム）

特別養護⽼⼈ホーム南⽣苑 豊富

67
介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈
ホーム）

特別養護⽼⼈ホーム船橋百寿苑 豊富

68
介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈
ホーム）

特別養護⽼⼈ホーム 船橋あさひ苑 塚田

69
介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈
ホーム）

特別養護⽼⼈ホームさわやか苑 夏⾒

70
介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈
ホーム）

特別養護⽼⼈ホームオレンジガーデン 新高根・芝山

71
介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈
ホーム）

介護⽼⼈福祉施設船橋健恒会ケアセンター ⾼根・⾦杉

72
介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈
ホーム）

特別養護⽼⼈ホーム習志野台みゆき苑 習志野台

73
介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈
ホーム）

特別養護⽼⼈ホームひかりの郷 二和

74
介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈
ホーム）

特別養護⽼⼈ホームさくら館 習志野台

75
介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈
ホーム）

特別養護⽼⼈ホームプレーゲ船橋 豊富

76
介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈
ホーム）

特別養護⽼⼈ホーム南三咲 三咲



別紙（１）-3

No 種別 事業所名称 地区

77
介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈
ホーム）

船橋市特別養護⽼⼈ホーム朋松苑 葛飾

78
介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈
ホーム）

特別養護⽼⼈ホームつぼい愛の郷 坪井

79
介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈
ホーム）

特別養護⽼⼈ホームさわやか苑（ユニット型） 夏⾒

80
介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈
ホーム）

特別養護⽼⼈ホームローゼンヴィラ藤原（ユニット
型）

法典

81
介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈
ホーム）

特別養護⽼⼈ホーム みやぎ台南生苑 八木が谷

82
介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈
ホーム）

船橋健恒会ケアセンター南館 ⾼根・⾦杉

83
介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈
ホーム）

特別養護⽼⼈ホーム船橋愛弘園 高根台

84
介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈
ホーム）

特別養護⽼⼈ホームアグリ・ケアホームいこいの森 豊富

85
介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈
ホーム）

特別養護⽼⼈ホームふなばし翔裕園 塚田

86
地域密着型介護⽼⼈福祉施設⼊所
者生活介護

特別養護⽼⼈ホーム三咲館 三咲

87
地域密着型介護⽼⼈福祉施設⼊所
者生活介護

特別養護⽼⼈ホームたか⾳の杜 高根台

88
地域密着型介護⽼⼈福祉施設⼊所
者生活介護

特別養護⽼⼈ホーム船橋笑寿苑 大穴

89 介護⽼⼈保健施設 介護⽼⼈保健施設はさま徳洲苑 二宮・飯山満

90 介護⽼⼈保健施設 介護⽼⼈保健施設前原苑 前原

91 介護⽼⼈保健施設 介護⽼⼈保健施設スターチス船橋 二宮・飯山満

92 介護⽼⼈保健施設 介護⽼⼈保健施設船橋ケアセンター 八木が谷

93 介護⽼⼈保健施設 介護⽼⼈保健施設やすらぎ 宮本

94 介護⽼⼈保健施設 介護⽼⼈保健施設千葉徳洲苑 大穴

95 介護⽼⼈保健施設 介護⽼⼈保健施設フェルマータ船橋 二宮・飯山満

96 介護⽼⼈保健施設 介護⽼⼈保健施設ロータスケアセンター 法典

97 介護⽼⼈保健施設 介護⽼⼈保健施設⼤⽳さくら苑 大穴

98 介護⽼⼈保健施設 介護⽼⼈保健施設船橋うぐいす園 ⾼根・⾦杉

99 介護⽼⼈保健施設 介護⽼⼈保健施設ふなばし光陽 豊富

100 介護⽼⼈保健施設 介護⽼⼈保健施設オレンジガーデン・ケアセンター 新高根・芝山

101 介護⽼⼈保健施設 介護⽼⼈保健施設みさきの郷 三咲

102 介護⽼⼈保健施設 介護⽼⼈保健施設 リハビリケア船橋 本町

103
特定施設入居者生活介護（介護付
き有料⽼⼈ホーム）

敬⽼園ナーシングヴィラ東船橋 宮本

104
特定施設入居者生活介護（介護付
き有料⽼⼈ホーム）

リッチランド豊南郷 豊富

105
特定施設入居者生活介護（介護付
き有料⽼⼈ホーム）

ライフコミューン船橋 宮本

106
特定施設入居者生活介護（介護付
き有料⽼⼈ホーム）

ライフコミューン下総中山 中山

107
特定施設入居者生活介護（介護付
き有料⽼⼈ホーム）

イリーゼふなばし 葛飾

109
特定施設入居者生活介護（介護付
き有料⽼⼈ホーム）

家族の家ひまわり船橋 宮本

112
特定施設入居者生活介護（介護付
き有料⽼⼈ホーム）

グリーンライフ船橋 葛飾

No 種別 事業所名称 地区

114
特定施設入居者生活介護（介護付
き有料⽼⼈ホーム）

介護付有料⽼⼈ホームたのしい家東船橋 宮本

115
特定施設入居者生活介護（介護付
き有料⽼⼈ホーム）

ニチイホーム東船橋 宮本

116
特定施設入居者生活介護（介護付
き有料⽼⼈ホーム）

リアンレーヴ東船橋 宮本

117
特定施設入居者生活介護（介護付
き有料⽼⼈ホーム）

クラーチ・ファミリア船橋 新高根・芝山

118
地域密着型特定施設入居者生活介
護

有料⽼⼈ホームはさま 二宮・飯山満

119
地域密着型特定施設入居者生活介
護

有料⽼⼈ホームみさき 三咲

120
地域密着型特定施設入居者生活介
護

介護付き有料⽼⼈ホームきゃろっと 本町

121 養護⽼⼈ホーム 養護⽼⼈ホーム豊寿園 豊富

122
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

ケア・パートナーグループホーム⾼根⽊⼾ 習志野台

123
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

ぐるうぷほうむ礎 塚田

124
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホームなしの郷 大穴

125
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホームつぶぞろい 本町

126
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホームうららか船橋 ⾼根・⾦杉

127
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

ふなばし翔裕館 松が丘

128
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホームハピネス 豊富

129
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

ディアフレンドならしの 三山・田喜野井

130
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

けあふるタウン⽇⾹⾥ 八木が谷

131
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホームガーデンコート⻄船橋 葛飾

132
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホームさくら館 習志野台

133
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホームゆう希苑ふなばし ⾼根・⾦杉

134
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

愛の家グループホーム船橋海神 海神

135
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

愛の家グループホーム船橋二子 中山

136
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホームひかり千葉船橋 宮本

137
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホーム光ハイツ 二宮・飯山満

138
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホームつどいの家高根台 高根台

139
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホームガーデンコート船橋三山 三山・田喜野井

140
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

ニチイケアセンター⻄船橋 葛飾
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141
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホームゆう希苑つかだ 塚田

142
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

ニチイケアセンター咲が丘 八木が谷

143
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホームゆう希苑まごめざわ 法典

144
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホームみかんの樹 ⾼根・⾦杉

145
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホームみかんの樹こわな 松が丘

146
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホームみかんの樹松が丘 松が丘

147
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

セントケアホーム夏⾒ 夏⾒

148
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホームひだまりの家 習志野台

149
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

ミモザ⻄船橋 海神

150
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

ニチイケアセンター夏⾒台 夏⾒

151
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホームひまわり新高根 新高根・芝山

152
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホームひまわり山手 塚田

153
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホームゆう希苑かなすぎ ⾼根・⾦杉

154
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

ミモザ船橋 塚田

155
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホームアスカみずきⅠ 二宮・飯山満

156
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホームアスカみずきⅡ 二宮・飯山満

157
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホームたか音の杜 高根台

158
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホーム船橋笑寿苑 大穴

159
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホーム楽家薬園台 薬円台

160
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

コミュニティホームみさき 二和

161
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

コンフォートフィオーレ船橋 湊町

162
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホームガーデンコート前原東 前原

163
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホームきらら船橋宮本 宮本

164
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

愛の家グループホーム船橋坪井東 坪井

165
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホームめいと船橋小室 豊富

166
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホーム椛舎 三咲

No 種別 事業所名称 地区

167
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホームカラン 前原

168
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）

グループホームいろり 三山・田喜野井

169 （住宅型）有料⽼⼈ホーム ベストライフ船橋東 葛飾

170 （住宅型）有料⽼⼈ホーム ベストライフ船橋⻄ 葛飾

171 （住宅型）有料⽼⼈ホーム ベストライフ船橋南 葛飾

172 （住宅型）有料⽼⼈ホーム ハッピーニューライフ東船橋 宮本

173 （住宅型）有料⽼⼈ホーム あずみ苑 グランデ三咲 三咲

174 （住宅型）有料⽼⼈ホーム マルミ⾦杉の郷 ⾼根・⾦杉

175 （住宅型）有料⽼⼈ホーム イリーゼ船橋塚田 塚田

176 （住宅型）有料⽼⼈ホーム グルウプリビング礎 新高根・芝山

177 （住宅型）有料⽼⼈ホーム グルウプリビング礎２ 塚田

178 （住宅型）有料⽼⼈ホーム グルウプリビング礎３ 湊町

179 （住宅型）有料⽼⼈ホーム グルウプリビング礎４ 習志野台

180 （住宅型）有料⽼⼈ホーム らくらくホーム田喜野井 三山・田喜野井

181 （住宅型）有料⽼⼈ホーム らくらくホーム・エビネ 三山・田喜野井

182 （住宅型）有料⽼⼈ホーム リビングホームさざんか 新高根・芝山

183 （住宅型）有料⽼⼈ホーム イリーゼ船橋三咲 三咲

184 （住宅型）有料⽼⼈ホーム レビー船橋 法典

185 （住宅型）有料⽼⼈ホーム 大笑いのいえ下総中山 中山

186 （住宅型）有料⽼⼈ホーム ここち⻄船橋 葛飾

187 （住宅型）有料⽼⼈ホーム サニーライフ船橋 前原

188 （住宅型）有料⽼⼈ホーム イリーゼ船橋はさま 新高根・芝山

189 （住宅型）有料⽼⼈ホーム ここち東船橋 前原

190 （住宅型）有料⽼⼈ホーム 高根台ハイム 高根台

191 （住宅型）有料⽼⼈ホーム 南三咲ハイム 三咲

192 （住宅型）有料⽼⼈ホーム ベストライフ船橋薬園台 二宮・飯山満

193 （住宅型）有料⽼⼈ホーム ブレスト船橋壱番館 海神

194 （住宅型）有料⽼⼈ホーム イリーゼ船橋塚田・新館 塚田

195 （住宅型）有料⽼⼈ホーム グルウプリビング礎５ 三山・田喜野井

196 （住宅型）有料⽼⼈ホーム マルミ 二和さくらの郷 二和

197 （住宅型）有料⽼⼈ホーム クリード船橋本町 本町

198 （住宅型）有料⽼⼈ホーム 住宅型有料⽼⼈ホーム ひだまりの丘 二和

199 （住宅型）有料⽼⼈ホーム グルウプリビング礎６ 豊富

200 （住宅型）有料⽼⼈ホーム センチュリーテラス船橋 1番館・2 番館 新高根・芝山

201 （住宅型）有料⽼⼈ホーム ここち船橋夏⾒ 夏⾒

202 （住宅型）有料⽼⼈ホーム 有料⽼⼈ホームさくらの郷 大穴

203 サービス付き⾼齢者向け住宅 そんぽの家Ｓ 船橋前原 前原

204 サービス付き⾼齢者向け住宅 そんぽの家Ｓ 船橋印内 葛飾

205 サービス付き⾼齢者向け住宅 高根台つどいの家（サポートハウス高根台） 高根台

206 サービス付き⾼齢者向け住宅 高根台つどいの家（テラス高根台） 高根台

207 サービス付き⾼齢者向け住宅 センチュリーテラス船橋 1番館・2 番館 新高根・芝山

208 サービス付き⾼齢者向け住宅 ココファンはさま 新高根・芝山

209 サービス付き⾼齢者向け住宅 ココファン⻄船橋 中山

210 サービス付き⾼齢者向け住宅 サービス付き⾼齢者向け住宅ファミリア 塚田

211 サービス付き⾼齢者向け住宅 サービス付き⾼齢者住宅瑞雲の家 高根台

212 サービス付き高齢者向け住宅 ローゼンホーム上山１号館 法典

213 サービス付き⾼齢者向け住宅 ローゼンホーム上山２号館 法典

214 サービス付き⾼齢者向け住宅 ナーシングホームらぽーる船橋 塚田

215 サービス付き⾼齢者向け住宅 銀木犀＜薬園台＞ 二宮・飯山満

216 サービス付き⾼齢者向け住宅 ウエリスオリーブ津田沼 前原
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217 サービス付き⾼齢者向け住宅 ディーフェスタ⻄船橋 葛飾

218 サービス付き⾼齢者向け住宅 エイジフリー ハウス 船橋夏⾒ 夏⾒

219 サービス付き⾼齢者向け住宅 エイジフリー ハウス 船橋習志野台 習志野台

220 サービス付き⾼齢者向け住宅 オウカス船橋 塚田

221 サービス付き⾼齢者向け住宅 グランドマスト船橋高根台 高根台

222 サービス付き⾼齢者向け住宅 さくらの郷船橋Ａ棟 塚田

223 サービス付き⾼齢者向け住宅 さくらの郷船橋Ｂ棟 塚田

224 サービス付き⾼齢者向け住宅 プラチナ・シニアホーム船橋日大前 坪井

225 軽費⽼⼈ホーム（旧ケアハウス） ヴィラ梨⾹園 豊富

226 軽費⽼⼈ホーム（旧ケアハウス） みどりの丘 塚田

227 軽費⽼⼈ホーム（旧ケアハウス） ケアハウス市⽴船橋⻑寿園（市⽴） 二宮・飯山満

228 軽費⽼⼈ホーム（旧ケアハウス） ケアハウスローゼンヴィラ藤原 法典

229 軽費⽼⼈ホーム（旧ケアハウス） オレンジガーデン 新高根・芝山

230 軽費⽼⼈ホーム（旧ケアハウス） ケアハウスシオン 豊富

231 軽費⽼⼈ホーム（旧ケアハウス） 船橋みどりの⾥ 豊富

232 軽費⽼⼈ホーム（A型） 福寿荘 豊富

233 地域密着型通所介護 デイサービスセンター古和釜恵の郷 豊富

234 地域密着型通所介護 船橋笑寿苑デイサービスセンター 大穴

235 地域密着型通所介護 船橋梨⾹園デイサービスセンター 豊富

236 地域密着型通所介護 南浜デイサービスセンター 海神

237 地域密着型通所介護 世話好きデイサービスセンター 二和

238 地域密着型通所介護 デイサービスなつみ 夏⾒

239 地域密着型通所介護 ポピンズ京葉デイサービスなかやま 中山

240 地域密着型通所介護 デイホームハミング 三山・田喜野井

241 地域密着型通所介護 さくらの園 二和

242 地域密着型通所介護 アットホームぬくもりの家 松が丘

243 地域密着型通所介護 有限会社アシストひだまりの家 新高根・芝山

244 地域密着型通所介護 デイホームさざんか 新高根・芝山

245 地域密着型通所介護 サポートハウスまなび 二和

246 地域密着型通所介護 デイサービスのぞみ 三咲

247 地域密着型通所介護 デイサービス宮本 宮本

248 地域密着型通所介護 中央整骨院グループおおきな木デイサービス 薬円台

249 地域密着型通所介護 特定⾮営利活動法⼈なかよしクラブ 前原

250 地域密着型通所介護 デイサービス御滝庵 八木が谷

251 地域密着型通所介護 ケアサービス船橋デイホーム 二宮・飯山満

252 地域密着型通所介護 デイサービスあゆみ 大穴

253 地域密着型通所介護 茶話本舗デイサービス船橋亭 葛飾

254 地域密着型通所介護 医療法⼈社団健恒会東海神デイサービス 本町

255 地域密着型通所介護 リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ船橋東部店 三山・田喜野井

256 地域密着型通所介護 ファミリーケア船橋塚田さくら物語 塚田

257 地域密着型通所介護 デイホームささえ愛 前原

258 地域密着型通所介護 さかいリハ「ＷＨＩＺ」倶楽部・宮本 宮本

259 地域密着型通所介護 星の子三山校まなびや 三山・田喜野井

260 地域密着型通所介護 デイサービスめだか 豊富

261 地域密着型通所介護 茶話本舗デイサービス滝不動 大穴

262 地域密着型通所介護 でいさぁーびす桃太郎 夏⾒

263 地域密着型通所介護 デイサービスすももの樹 ⾼根・⾦杉

264 地域密着型通所介護 デイサービス向日葵 二宮・飯山満

265 地域密着型通所介護 デイサービスハナミズキ 夏⾒

266 地域密着型通所介護 だんらんの家ふなばし市場 宮本

267 地域密着型通所介護 さかいリハ「ＷＨＩＺ」倶楽部・三咲 二和

268 地域密着型通所介護 デイサービス・元気庵船橋薬円台店 薬円台

No 種別 事業所名称 地区

269 地域密着型通所介護 ヒューマンライフケア習志野台 習志野台

270 地域密着型通所介護 ファミリーケア東船橋さくら物語 宮本

271 地域密着型通所介護 あったかホーム 八木が谷

272 地域密着型通所介護 デイサービス・ピースの家 新高根・芝山

273 地域密着型通所介護 さかいリハ「ＷＨＩＺ」倶楽部・東船橋 宮本

274 地域密着型通所介護 だんらんの家二和向台 二和

275 地域密着型通所介護 デイサービス心陽 薬円台

276 地域密着型通所介護 デイサービス大穴ゆめ倶楽部 大穴

277 地域密着型通所介護 あったかホーム八木が谷 八木が谷

278 地域密着型通所介護 デイサービス和みの城 松が丘

279 地域密着型通所介護 デイサービス森のめぐみ 葛飾

280 地域密着型通所介護 つかだケアセンター爽やかな風 塚田

281 地域密着型通所介護 晴れる家みやま 三山・田喜野井

282 地域密着型通所介護 生活クラブ風の村デイサービスセンター高根台 新高根・芝山

283 地域密着型通所介護 だんらんの家薬円台 薬円台

284 地域密着型通所介護 コープみらい高根台デイサービスセンター 高根台

285 地域密着型通所介護 デイサービスはやて 法典

286 地域密着型通所介護 リハビリデイサービスおくやま 法典

287 地域密着型通所介護 言語リハビリミカタ船橋 三咲

288 地域密着型通所介護 ファミリアデイサービスセンター 塚田

289 地域密着型通所介護 えがお 薬円台

290 地域密着型通所介護 デイサービス森のめぐみ大神宮店 宮本

291 地域密着型通所介護 すみれの家 八木が谷

292 地域密着型通所介護 ステップぱーとなー船橋馬込沢 法典

293 地域密着型通所介護 デイホームさざんか習志野台 習志野台

294 地域密着型通所介護 デイサービス・元気庵船橋松が丘店 松が丘

295 地域密着型通所介護 デイサービス粋生倶楽部彩 松が丘

296 地域密着型通所介護 ローゼンホーム上山デイサービスセンター 法典

297 地域密着型通所介護 デイサービスアシスト 習志野台

298 地域密着型通所介護 栗の⽊リハビリクラブ 葛飾

299 地域密着型通所介護 いつものところリハビリデイサービス 高根台

300 地域密着型通所介護
（介護予防）通所介護事業所習志野台みゆき
苑

習志野台

301 地域密着型通所介護 晴れる家はなわ 宮本

302 地域密着型通所介護 トータルリハセンター船橋 夏⾒

303 地域密着型通所介護 トータルリハセンター下総中山 中山

304 地域密着型通所介護 トータルリハセンター高根台 新高根・芝山

305 地域密着型通所介護 トータルリハセンター津田沼 前原

306 地域密着型通所介護 デイサービスひまわり 三咲

307 地域密着型通所介護 リハビリデイサービス彩り 二宮・飯山満

308 地域密着型通所介護 ＬｉｓｐｏＧｙｍコトニア⻄船橋店 葛飾

309 地域密着型通所介護 ケア・パートナーミニ・デイサービス 習志野台

310 地域密着型通所介護 りはステーション⻄習志野 習志野台

311 地域密着型通所介護 デイサービス・元気庵船橋習志野台お泊りセンター 習志野台

312 地域密着型通所介護 デイサービスきたえるーむ船橋習志野台 習志野台

313 地域密着型通所介護 オレンジWAN 習志野台

314 地域密着型通所介護 レコードブック船橋宮本 宮本

315 地域密着型通所介護 こひつじ船橋リハビリデイ 夏⾒

316 地域密着型通所介護 デイサービス七草 宮本

317 地域密着型通所介護 フレ・ソワン シュシュ まるやま 法典

318 地域密着型通所介護 リハビリデイサービス nagomi 船橋市場店 宮本

319 地域密着型通所介護 デイサービスおんがえし古和釜の家 松が丘
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320 地域密着型通所介護 デイサービスなな彩 海神

321 通所リハビリテーション 介護⽼⼈保健施設はさま徳洲苑 二宮・飯山満

322 通所リハビリテーション 介護⽼⼈保健施設スターチス船橋 二宮・飯山満

323 通所リハビリテーション 介護⽼⼈保健施設船橋ケアセンター 八木が谷

324 通所リハビリテーション 介護⽼⼈保健施設やすらぎ 宮本

325 通所リハビリテーション 介護⽼⼈保健施設千葉徳洲苑 大穴

326 通所リハビリテーション 介護⽼⼈保健施設フェルマータ船橋 二宮・飯山満

327 通所リハビリテーション 介護⽼⼈保健施設ロータスケアセンター 法典

328 通所リハビリテーション 介護⽼⼈保健施設⼤⽳さくら苑 大穴

329 通所リハビリテーション 介護⽼⼈保健施設船橋うぐいす園 ⾼根・⾦杉

330 通所リハビリテーション 介護⽼⼈保健施設ふなばし光陽 豊富

331 通所リハビリテーション 介護⽼⼈保健施設オレンジガーデン・ケアセンター 新高根・芝山

332 通所リハビリテーション 介護⽼⼈保健施設みさきの郷 三咲

333 通所リハビリテーション 介護⽼⼈保健施設 リハビリケア船橋 本町

334 通所リハビリテーション すこやかデイケアハウス 宮本

335 通所介護 特別養護⽼⼈ホームワールドナーシングホーム 二宮・飯山満

336 通所介護 船橋市北⽼⼈デイサービスセンター 三咲

337 通所介護
特別養護⽼⼈ホーム第２ワールドナーシングホー
ムデイサービスセンター

二宮・飯山満

338 通所介護 船橋市三⼭⽼⼈デイサービスセンター 三山・田喜野井

339 通所介護 在宅福祉センターヴェルフ藤原 法典

340 通所介護 船橋あさひ苑デイサービスセンター 塚田

341 通所介護 ひばりの丘デイサービスセンター 松が丘

342 通所介護 船橋市南⽼⼈デイサービスセンター 湊町

343 通所介護 デイサービスセンター南生苑 豊富

344 通所介護 デイサービスセンターさわやか苑 夏⾒

345 通所介護
レビー･ケア株式会社｢レビー船橋｣デイサービス法
典

法典

346 通所介護 デイサービスセンターオレンジガーデン 新高根・芝山

347 通所介護 東武塚田クリニックデイサービスセンター 塚田

348 通所介護 船橋市朋松苑デイサービスセンター 葛飾

349 通所介護 あおぞらの⾥薬円台デイサービスセンター 薬円台

350 通所介護 ケアパートナー船橋 海神

351 通所介護 デイサービスソラスト⻄船橋 葛飾

352 通所介護 ツクイ習志野台 習志野台

353 通所介護 デイサービスセンターゆめの⾥ 三咲

354 通所介護 ふなばし翔裕館 松が丘

355 通所介護 ツクイ海神 海神

356 通所介護 ロータスデイサービスセンター 法典

357 通所介護 ニチイケアセンター船橋⾏⽥ 塚田

358 通所介護 船橋市⻄⽼⼈デイサービスセンター 法典

359 通所介護 東電さわやかデイサービス中山 中山

360 通所介護 イリーゼ船橋塚田デイサービスセンター 塚田

361 通所介護 福楽園前原デイサービスセンター 前原

362 通所介護 デイサービスセンターさくら館 習志野台

363 通所介護 デイサービス田喜野井 三山・田喜野井

365 通所介護 こひつじ夏⾒台デイサービスセンター 夏⾒

366 通所介護 ケアサポート 24 船橋 宮本

367 通所介護 やまびこデイサービス船橋 八木が谷

368 通所介護 福楽園前原アフタヌーンデイ 前原

369 通所介護 デイサービス粋生倶楽部高根台 習志野台

370 通所介護 ケアパートナー飯山満 新高根・芝山

No 種別 事業所名称 地区

371 通所介護 さかいリハ「ＷＨＩＺ」倶楽部・薬円台 薬円台

372 通所介護 リハプライド習志野台 習志野台

373 通所介護 コミュニケア 24 癒しのデイサービス船橋東 坪井

374 通所介護 介護の家「けー」 海神

375 通所介護 ケアホームかりん咲が丘 八木が谷

376 通所介護 おあしすトレーニング・センター船橋 本町

377 通所介護 デイサービスひかりの郷 二和

378 通所介護 デイサービス南三咲 三咲

379 通所介護 デイサービスつぼい愛の郷 坪井

380 通所介護 デイサービス虹の家 高根台

381 通所介護 コープみらい津田沼デイサービスセンター 三山・田喜野井

382 通所介護 デイサービスたか音の杜 高根台

383 通所介護 レッツ倶楽部・船橋古和釜 豊富

384 通所介護 ふれ愛デイリハ丸美海神 海神

385 通所介護 船橋ケアセンターそよ風 夏⾒

386 通所介護 ケアホームかりん二和 二和

387 通所介護 デイサービスココファン⻄船橋 中山

388 通所介護 みさきケアセンターわかば 二和

389 通所介護 機能訓練型デイサービスえがおリハ本中山 中山

390 通所介護 リハプライドかまがや 八木が谷

391 通所介護 なつみ平デイサービス ⾼根・⾦杉

392 通所介護 ツクイ船橋駿河 宮本

393 通所介護 デイサービスセンタテルウェル船橋 前原

394 通所介護 シンシア船橋 豊富

395 通所介護
基本動作特化型リハビリデイサービスＡｃｔｉｏ
ｎ＋

新高根・芝山

396 通所介護 いつものところリハビリデイサービス高根公団 高根台

397 通所介護 デイサービスいこいの森 豊富

398 通所介護 ツクイ新船橋 塚田

399 通所介護 百笑ふなばし 塚田

400 通所介護 デイサービスソラスト薬園台 薬円台

401 認知症対応型通所介護 四市複合事務組合三山園デイサービスセンター 三山・田喜野井

402 認知症対応型通所介護 福楽園前原デイサービスセンター 前原

403 認知症対応型通所介護 セントケア大神宮下 宮本

404 認知症対応型通所介護 ニチイケアセンター⻄船橋 葛飾

405 認知症対応型通所介護 ニチイケアセンター咲が丘 八木が谷

406 認知症対応型通所介護 ニチイケアセンター夏⾒台 夏⾒

■ 児童福祉施設

No 種別 事業所名称 地区

1 児童発達支援 ゆたか福祉苑 豊富

2 児童発達支援 げんきキッズ 八木が谷

3 児童発達支援 とらのこキッズ 二和

4 児童発達支援 みつば児童福祉サービス船橋 三咲

5 児童発達支援 おもちゃ箱キッズみさき園 三咲

6 児童発達支援 アプリ児童デイサービス高根公団 新高根・芝山

7 児童発達支援 こどもサポート教室「きらり」船橋校 高根台

8 児童発達支援 プラスアップ船橋教室 習志野台

9 児童発達支援 えんじぇるキッズ 習志野台

10 児童発達支援 ＴＯＤＡＹ児童デイサービス東船橋 宮本

11 児童発達支援 おもちゃ箱ふなばし 前原
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No 種別 事業所名称 地区

12 児童発達支援 つくしんぼ 前原

13 児童発達支援 ＴＯＤＡＹ児童デイサービス船橋夏⾒ 夏⾒

14 児童発達支援 こぱんはうすさくら 船橋夏⾒台教室 夏⾒

15 児童発達支援 障害者支援施設ローゼンヴィラ藤原 法典

16 児童発達支援 さざんかキッズ 塚田

17 児童発達支援 こどもプラス原木中山教室 中山

18 児童発達支援 コペルプラス⻄船橋教室 葛飾

19 児童発達支援 こどもサポート教室「きらり」新船橋校 海神

20 児童発達支援 船橋市⻄簡易マザーズホーム 海神

21 児童発達支援 船橋市東簡易マザーズホーム 薬円台

22 児童発達支援 ひまわり親子教室 葛飾

23 児童発達支援 たんぽぽ親子教室 高根台

24 児童発達支援 kiitos! 塚田

25 放課後等デイサービス 放課後等デイサービスグッピア 前原

26 放課後等デイサービス ｃｏｌｏｒʼｓ 大穴

27 放課後等デイサービス 放課後等デイサービスはみんぐ 大穴

28 放課後等デイサービス 放課後クラブげんきキッズ 八木が谷

29 放課後等デイサービス みつば児童福祉サービス船橋 三咲

30 放課後等デイサービス おもちゃ箱みさき 三咲

31 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス奏 三咲

32 放課後等デイサービス アリエス 三咲

33 放課後等デイサービス アプリ児童デイサービス高根公団 新高根・芝山

34 放課後等デイサービス こどもサポート教室「きらり」船橋校 高根台

35 放課後等デイサービス ＳＴＥＰ船橋高根台 高根台

36 放課後等デイサービス プラスアップ船橋教室 習志野台

37 放課後等デイサービス
運動・学習療育放課後等デイサービスおらい北習
志野

習志野台

38 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス事業所「とれいる」 習志野台

39 放課後等デイサービス えんじぇるキッズ 習志野台

40 放課後等デイサービス ノビルキッズ習志野校 習志野台

41 放課後等デイサービス 放課後等デイサービスおりーぶ 二宮・飯山満

42 放課後等デイサービス クラップ 三山・田喜野井

43 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス明るく元気に 宮本

44 放課後等デイサービス ＴＯＤＡＹ児童デイサービス東船橋 宮本

45 放課後等デイサービス おもちゃ箱ふなばし 前原

46 放課後等デイサービス 放課後等デイサービスグッデイ 前原

47 放課後等デイサービス 放課後等デイサービスすまいる 新高根・芝山

48 放課後等デイサービス ＴＯＤＡＹ児童デイサービス船橋夏⾒ 夏⾒

49 放課後等デイサービス こぱんはうすさくら 船橋夏⾒台教室 夏⾒

50 放課後等デイサービス そらいろくらぶ 前原

51 放課後等デイサービス アンジェルーム 法典

52 放課後等デイサービス 障害者支援施設ローゼンヴィラ藤原 法典

53 放課後等デイサービス なないろ⻄船 塚田

54 放課後等デイサービス ｈａｎａｈａｎａ 塚田

55 放課後等デイサービス こどもプラス原木中山教室 中山

56 放課後等デイサービス こどもサポート教室「きらり」新船橋校 海神

57 放課後等デイサービス ジョブサＵ１８船橋南口教室 本町

58 放課後等デイサービス ジョブサＵ１８船橋北⼝教室 本町

59 放課後等デイサービス ノビルキッズ船橋浜町校 湊町

60 放課後等デイサービス 放課後等デイサービスすりーはあと宮本教室 宮本

61 保育所等訪問支援 とらのこキッズ 二和

62 保育所等訪問支援 クラップ 三山・田喜野井

No 種別 事業所名称 地区

63 放課後等デイサービス ゆたか福祉苑 豊富

64 放課後等デイサービス kiitos! 塚田

65 放課後等デイサービス ふぉーすまいる原木中山教室 中山

66 放課後等デイサービス
運動・学習療育放課後等デイサービスおらい習志
野

習志野台

67 児童ホーム 前原児童ホーム 前原

68 児童ホーム 高根台児童ホーム 高根台

69 児童ホーム 習志野台児童ホーム 習志野台

70 児童ホーム ⾦杉台児童ホーム ⾼根･⾦杉

71 児童ホーム 若松児童ホーム 湊町

72 児童ホーム ⻄船児童ホーム 葛飾

73 児童ホーム 小室児童ホーム 豊富

74 児童ホーム 三山児童ホーム 三山･田喜野井

75 児童ホーム 八木が谷児童ホーム 八木が谷

76 児童ホーム 松が丘児童ホーム 松が丘

77 児童ホーム 飯山満児童ホーム 二宮･飯山満

78 児童ホーム 夏⾒児童ホーム 夏⾒

79 児童ホーム 塚田児童ホーム 塚田

80 児童ホーム 宮本児童ホーム 宮本

81 児童ホーム 三咲児童ホーム 三咲

82 児童ホーム 新高根児童ホーム 新高根･芝山

83 児童ホーム 薬円台児童ホーム 薬円台

84 児童ホーム 海神児童ホーム 海神

85 児童ホーム 法典児童ホーム 法典

86 児童ホーム 本中山児童ホーム 中山

87 子育て支援センター 南本町子育て支援センター 海神

88 子育て支援センター 高根台子育て支援センター 高根台


