
平成31年4月1日時点

施設名 電話番号 郵便番号 所在地 備考

上総園 50-7211 292-0503 広岡375 定員210名

山の手フラワーヒル 55-8601 299-1123 大山野875 定員82名

つばさ 55-2222 299-1133 貞元510 定員29名

あんしん君津 27-0023 292-0445 愛宕162-1 定員29名

夢の郷 50-3301 299-1135 杉谷3-1 定員80名

ウィステリア八重原 50-0085 299-1171 八重原172-275 定員50名

やすらぎの里・尾車 70-1212 299-1113 尾車619-1 定員29名

グランディきみつ 53-1711 299-1172 三直522 定員50名

きゃらの樹ケアセンター 50-7333 292-0503 広岡375-3 定員100名

メディケアー君津 50-3111 299-1134 八幡62-1 定員100名

メディケアー君津訪問看護ステーション 50-3111 299-1134 八幡62-1

サボワール有限会社ベル訪問看護ステーション 32-3333 299-1106 中島270-1 休止中

君津訪問看護ステーション 55-3006 299-1144 東坂田4-8-19

つばさ訪問看護ステーション 55-2222 299-1133 貞元510

セントケアホーム君津 50-0405 299-1146 大和田4-2-14 定員26名

グループホームふくふく 50-8050 299-1133 貞元495 定員18名

ニチイケアセンターひとみ 50-8031 299-1147 人見2-6-8 定員18名

やすらぎメゾン・尾車 70-1214 299-1113 尾車648-2 定員18名

老人憩いの家　すえよし 35-4426 292-0451 末吉1068-3

サン・ラポール南房総 38-2231 292-1179 豊英355-1 定員300名

サニーライフ君津 37-3600 292-1161 東猪原248-2 定員299名

君津福祉作業所あーら 32-4790 299-1104 糠田103 定員15名

たびだちの村・君津 32-2372 299-1113 尾車635-1 定員2名

たびだちの村・さわらび 32-2372 299-1113 尾車635-1 定員6名

たびだちの村・BISHA 32-2372 299-1113 尾車635-1 定員4名

デイサービス　麟 27-0831 299-1111 六手401-1 定員20名

ピッチーの丘 27-1600 299-1127 郡2-2-3 定員20名

上総園ふれあいデイサービスセンター 57-2240 299-1152 久保3-1-1 定員10名

ひるがお北子安 27-0015 299-1161 北子安4-1-26 定員20名

たびだちの村・君津 32-2372 299-1113 尾車635-1 定員7名

たびだちの村・BISHA 32-2372 299-1113 尾車635-1 定員15名

なのはなメイト君津(基準該当) 55-7161 299-1151 中野5-11-1

（3）就労継続支援A アレッタ 090-4454-5848 299-1132 中富962-2  101 定員10名

コッペ 56-2015 299-1162 南子安1-9-7 定員34名

たびだちの村・ふれあい通り 32-2372 299-1152 久保3-2-15 定員20名

君津市福祉作業所ふたば園 55-8234 299-1173 外箕輪1039-5 定員22名

君津市福祉作業所ミツバ園 54-2948 299-1142 坂田396-4 定員22名

あおぞら事業所 27-1920 299-1151 中野6−11−18 定員20名

シェーネ・ルフト多機能型就労支援センター・シェーネシューレ 29-6761 299-1147 人見字韮塚1394-1 定員10名

種別

（4）就労継続支援B

（2）生活介護

（1）短期入所

障害者総合支援法に基づく施設

社会福祉施設及び社会福祉団体

特別養護老人ホーム

軽費老人ホーム（ケアハウス）

介護老人保健施設

訪問看護ステーション

認知症高齢者グループホーム

老人憩いの家

有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護）

心身障害者福祉作業所及び小規模福祉作業所



（5）就労移行支援 コッペ 56-2015 299-1162 南子安1-9-7 定員6名

（6）自立訓練（生活訓練） なのはなメイト君津(基準該当) 55-7161 299-1151 中野5-11-1

（7）自立訓練（機能訓練） なのはなメイト君津(基準該当) 55-7161 299-1151 中野5-11-1

たびだちの村・君津 32-2372 299-1113 尾車635-1 定員50名

たびだちの村・BISHA 32-2372 299-1113 尾車635-1 定員40名

ふれあい館 55-4606 299-1121 常代1-5-6 定員21名

たびだちの村 32-2372 299-1113 尾車635-1 定員13名

シェーネ・ルフトグループホーム 52-7473 299-1161 北子安4-19-7 定員14名

グループホーム麟 27-0831 299-1111 六手401-1 定員6名

ケアホーム郡 27-0912 299-1127 郡3-9-17 定員5名

グループホームしおん物語 27-1616 299-1154 南久保1-15-15 定員8名

ローズの家 0438-40-5702 292-0833 木更津市貝渕3-2-1(事業者住所) 定員5名

グループホームコッペ 32-1130 299-1151 中野5-14-36 定員4名

和楽 090-8857-9384 293-0001 富津市大堀2140(事業者住所) 定員3名

グループホームクーツェの家 0438-37-5441 292-0826 木更津市畑沢南1-15-16(事業者住所) 定員8名

君津の家 0438-41-7272 292-0003 木更津市万石667-1(事業者住所) 定員10名

アイバード 54-3899 299-1152 久保3-9-13 102

君津郡市広域市町村圏事務組合児童発達支援センターきみつ愛児園 53-1161 299-1173 外箕輪1041

サロン・ド・タビダチ 50-8567 299-1144 東坂田4-8-21

上総園ふれあい相談支援事業所 57-2240 299-1152 久保3-1-1

ななか 55-6605 299-1131 下湯江240

ファミリーサポートひるがお 50-0710 299-1161 北子安1-12-212

居宅介護支援事業所朝陽 50-1877 299-1166 陽光台1-8-21 休止中

（1）児童発達支援センター 君津郡市広域市町村圏事務組合児童発達支援センターきみつ愛児園 53-1161 299-1173 外箕輪1041 定員60名

君津郡市広域市町村圏事務組合児童発達支援センターきみつ愛児園 53-1161 299-1173 外箕輪1041 定員60名

ピッチーの丘 27-1600 299-1127 郡2-2-3 定員10名

発達支援つむぎ　宮下ルーム 32-1263 299-1117 宮下2-25-1 定員10名

ひるがお郡 27-0909 299-1127 郡3-9-3 定員10名

ファミリーサポートひるがおデイサービスセンター 73-1710 299-1161 北子安1-12-21 定員10名

らいおんハート遊びリテーション児童デイ君津 54-4129 299-1144 東坂田1-6-1 204 定員10名

アトリエＪＡＭ君津教室 32-1555 299-1144 東坂田3-3-15 201 定員10名

わいわいプラスひまわり教室 77-0133 299-1162 南子安3-5-4 定員10名

わいわいプラス君津教室 72-8181 299-1162 南子安4-27-2 201 定員10名

わいわいプラス周西教室 54-0132 299-1145 西坂田4-1-18 定員10名

ピッチーの丘 27-1600 299-1127 郡2-2-3 定員10名

ひるがお郡 27-0909 299-1127 郡3-9-3 定員10名

ファミリーサポートひるがおデイサービスセンター 73-1710 299-1161 北子安1-12-21 定員10名

放課後等デイサービスフリーダム 29-6830 299-1132 中富941-2 定員10名

らいおんハート遊びリテーション児童デイ君津 54-4129 299-1144 東坂田1-6-1 204 定員10名

（8）施設入所支援

（10）相談支援

（9）共同生活援助
　　（グループホーム）

児童福祉法に基づく施設

障害者総合支援法に基づく施設

（2）児童発達支援

（3）放課後等デイサービス



久保保育園 52-0006 299-1153 台2-15-16 定員150名

上湯江保育園 52-0226 299-1138 上湯江1716-1 定員80名

人見保育園 52-2682 299-1147 人見4-11-28 定員150名

内箕輪保育園 52-5170 299-1175 内蓑輪61-1 定員90名

常代保育園 52-7000 299-1121 常代2-15-1 定員90名

南子安保育園 52-7963 299-1162 南子安3-27-1 定員150名

中保育園 32-2198 299-1106 中島252-1 定員80名

小糸保育園 32-3716 292-1146 大井戸467-2 定員60名

清和保育園 38-2002 292-1164 東日笠515 定員50名

小櫃保育園 35-2101 292-0451 末吉437-1 定員120名

かずさあけぼの保育園 29-2061 292-0503 広岡955-3 定員60名

君津保育園 52-0209 299-1165 高坂1-11 定員90名

宮下どろんこ保育園 32-1261 299-1117 宮下2-25-1 定員90名

きみつこどもセンター　はっぴー 57-0728 299-1165 高坂1-11 君津保育園内

地域子育て支援施設ちきんえっぐ 32-1261 299-1117 宮下2-25-1 宮下どろんこ保育園内

子育て支援室　コアラルーム 35-4503 292-0451 末吉437-1 小櫃保育園内

君津市子育て支援センター 57-6039 299-1162 南子安1-2-17 　

君津児童相談所 55-3100 299-1151 中野4-18-9

生活クラブ風の村はぐくみの杜君津 70-1117 299-1104 糠田64 定員40名

はぐくみの杜　赤ちゃんの家 27-0300 299-1104 糠田64-1 定員15名

君津市シルバー人材センター 32-2711 299-1104 糠田103

君津市社会福祉協議会 57-2250 299-1152 久保3-1-1 Fax54-2941

君津市ボランティアセンター 55-0294 299-1152 久保3-1-1 Fax55-0099

生きがい支援センター 32-5651 299-1104 糠田103-1

児童相談所

児童養護施設

乳児院

シルバー人材センター

子育て支援センター

社会福祉協議会

介護予防拠点施設

公立

私立

保育所


