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行政センター
月曜日から金曜日（祝日、12月29日から1月3日を除く）午前8時30分～午後5時15分に業務を行っています。

名称 所在地 電話 FAX 地図座標

小糸行政センター 糠田55 32-3111 70-1011 ⑪B-4

清和行政センター 西粟倉57 37-3111 70-5011 ⑬B-2

小櫃行政センター 末吉128 35-3111 70-3001 ⑫A-2

上総行政センター 久留里市場192-5 27-3111 50-5001 ⑫B-5

コミュニティセンター
 神門コミュニティセンター 問 ☎87-1958 

▶所 在 地　人見1462-41　 マップ②B-2
▶施設概要　�大小会議室・和室2室（10畳×2）
　　　　　　調理実習室、浴室・読書コーナー
▶利用時間
午前9時～午後5時
浴室は午後0時～午後4時
（受付時間は午前11時45分～午後3時30分）
▶使用料金
浴室利用のみ以下の使用料金がかかります（その他施設は無料）
市内に在住する者�小人（中学生以下）� 無料
大人（高校生以上）� 1回につき200円
市外に在住する者� 1回につき300円
▶休 館 日　毎週月曜日及び12月28日～1月3日

 貞元コミュニティセンター 問 ☎52-8030 

▶所 在 地　上湯江1287-3　 マップ⑥B-3
▶施設概要　大小会議室・和室2室（12畳×2）
　　　　　　調理実習室、談話室
▶利用時間　午前9時～午後5時
▶休 館 日　毎週月曜日及び12月28日～1月3日

 松丘コミュニティセンター 問 ☎29-2321 

▶所 在 地　広岡1840-1　 マップ⑬C-1
▶施設概要　大小会議室・和室2室（12畳×2）
　　　　　　調理実習室、談話室・工芸室
▶利用時間　午前9時～午後5時
▶休 館 日　毎週月曜日及び12月28日～1月3日

 南子安コミュニティセンター 問 ☎52-5188 

▶所 在 地　南子安2-1-28　 マップ③E-5
▶施設概要　大小会議室・和室2室（10畳・8畳）
▶利用時間　午前9時～午後5時
▶休 館 日　毎週月曜日及び12月28日～1月3日

 亀山コミュニティセンター 問☎70-7117 

▶所 在 地　坂畑321-1　 マップ⑬D-2
▶施設概要　大小会議室・和室2室（10畳、15畳）
　　　　　　調理室、談話室・工芸室
▶利用時間　午前9時～午後5時
▶休 館 日　毎週月曜日及び12月28日～1月3日

保健・福祉施設
 老人憩いの家すえよし 問 ☎35-4426 

▶所 在 地　末吉1068-3　 マップ⑫A-3
▶施設概要　浴場、休憩ホール、娯楽室
　　　　　　※入浴に必要な道具は持参してください。
▶開館時間　午前10時～午後6時
▶入浴時間　午前10時30分～午後5時30分
▶休 館 日　毎週月曜日
▶入浴料金　市内在住60歳以上の方� 無料
　　　　　　市内在住60歳未満の方　100円
　　　　　　市外の方　　　　　　　　300円

 地域福祉推進センターゆうゆう館 問 ☎54-7022 

▶場　　所　人見2-5-31　 マップ②D-4
▶施設概要　大会議場、小会議場
▶開館時間　午前9時～午後5時
▶休 館 日　毎週月曜日

 幼児ことばの相談室 問 ☎57-2254 
（新規の予約は障害福祉課☎56-1181へお電話ください）
ことばの遅れや発音が心配な就学前の幼児の相談や療育支
援に関する相談に応じます。
▶場　　所　保健福祉センター3階　 マップ①E-4
▶開 設 日　月曜日～金曜日（祝日を除く）
▶開設時間　午前8時30分～午後5時15分
　　　　　　（面談は午前9時～午後4時30分）
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 君津市民文化ホール 問 ☎55-3300 
▶所 在 地　三直622　 マップ⑦B-3
▶施設案内　�大ホール（収容1,200人）・中ホール（収容502

人）・リハーサル室・練習室１・練習室２・会議
室・和室１～３・ギャラリー

▶開館時間　午前9時～午後9時30分
▶休 館 日　毎週火曜日（火曜日が祝日の場合は、その翌日）、
　　　　　　国民の祝日の翌日、年末年始（12/28～1/4）
▶利 用 料　有料

 久留里城址資料館 問 ☎27-3478 
房総の名城として知られる久留里城の二の丸跡に建てられ
た資料館
▶所 在 地　久留里448-1　 マップ⑫ B-5
▶施設案内　天守閣（本丸跡）・資料館（二の丸跡）
▶開館時間　午前9時～午後4時30分
▶休 館 日　毎週月曜日（祝日の場合は開館し、翌日休館）
　　　　　　祝日の翌日・年末年始（12/28～１/4）
▶入 館 料　無料

 君津市福祉作業所
障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス（就労継続支
援B型）を提供し、身体障害者及び知的障害者が自立した日常
生活又は社会生活を営むことができるよう支援します。
●ふたば園　外箕輪1039-5　 マップ⑦B-3 　☎55-8234
●ミツバ園　坂田396-4　�　 マップ③A-3 　☎54-2948

 生きがい支援センター 問 ☎32-5651 

おおむね60歳以上の高齢者の生きがい活動を支援し、自
立した生活の確保を図るための介護予防施設です。
▶所 在 地　糠田103-1　 マップ⑪B-4
▶施設概要　機能回復訓練室、会議室、調理実習室、休憩室
▶休 館 日　日、月曜日及び祝日、年末年始（12/28～1/4）
▶利用時間　午前9時～午後4時30分
▶使用料金　�無料（ただし、教材費や食材費は利用者負担とな

ります。）

 保健福祉センター（ふれあい館） 問 ☎57-2230 
▶所 在 地　久保3-1-1　 マップ①E-4
▶施設案内

1階 � 保健センター（健康づくり課）
� 主な部屋：集団指導室、歯科保健室、栄養指導室、
� 調理実習室、保健相談室、会議室
2階  老人・身体障害者デイサービスセンター、
� ファミリーサポートセンター
3階   地域福祉センター（社会福祉協議会、ボランティアセ

ンター、ふれあい相談室）、幼児ことばの相談室
 主な部屋：作業多機能室、グループ団体室、休養室、
 朗読室、資料室

▶休 館 日　土・日曜日、祝日、年末年始（12/29～1/3）
▶利用時間　午前8時30分～午後5時
▶使用料金　無料

生涯学習・教育・文化施設
 公民館

▶休 館 日　国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始（12/28～1/4）、その他　特別な事情による臨時休館日
▶開館時間　月曜日～土曜日　午前9時～午後10時　　日曜日　午前9時～午後5時
　　　　　　※�児童室は曜日に関わらず、5時までの利用となります。
▶使 用 料　使用目的によって、無料・有料が異なります。

名称 所在地 電話 FAX 地図座標

君津市生涯学習交流センター（君津中央公民館） 久保2-13-2 50-3980 54-9888 ①D-4

八重原公民館 南子安9-17-2 55-1840 55-1940 ⑦B-1

周西公民館 人見4-11-21 57-6080 55-8852 ②D-5

周南公民館 大山野26 52-4915 52-4918 ⑨B-4

小糸公民館 糠田55 32-2184 32-2185 ⑪B-4

清和公民館 西粟倉57 37-2195 37-2196 ⑬B-2

小櫃公民館 末吉128 35-2488 35-2418 ⑫A-2

上総地域交流センター（上総公民館） 久留里市場192-5 27-3181 27-3182 ⑫B-5
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 漁業資料館 問 ☎55-8397 

過去に君津市で行っていたノリづくりや漁業に使用していた道具の展示を行い、当時の漁業の様子を想像しながら学ぶことの
できる施設です。
▶所 在 地　人見1294-14　 マップ②C-3
▶施設案内　資料館
▶開館時間　午前9時～午後4時30分
▶休 館 日　毎週月曜日（祝日に重なる場合は翌火曜日）、国民の祝日、年末年始（12/28～1/4）
▶入 館 料　無料
▶ノリつけ体験　10人以上から申し込み（無料、要予約）

 図書館
図書館には、こどもから大人まで生活や仕事に役立つ本、地域に関する本、CDやDVDなどさまざまな資料があります。
▶利用案内
●�資料を借りるには、「図書館利用券」が必要です。免許証・保険証など住所・氏名が確認できるものをご用意のうえ、お申し込
みください。有効期間は5年間です。
●�資料の貸し出しは、本・雑誌は10冊まで、CD・DVDは2点まで、おもちゃ・複製絵画は各1点まで2週間（複製絵画のみ4
週間）借りられます。

●図書館のホームページからは蔵書検索、資料の予約、利用状況の確認・延長ができます。
　URL �https://www.city.kimitsu.chiba.jp/library/index2.htm
▶中央図書館には有料の会議室・視聴覚室があります。会議室受付�☎57-6838
▶中央図書館のほか、分室が6室、移動図書館があります。利用券は市内共通です。

施設名 所在地 電話 開館時間 休館日 地図座標

中央図書館 久保2-13-3 52-4646
火～木・土・日曜日
午前10時～午後6時、
金曜日～午後7時

月曜日・年末年始 ①D-4

市民体育館分室 内箕輪1-1-1
（内みのわ運動公園内） 55-4646 午前10時～午後5時 月曜日・年末年始・

市民体育館の休館日 ⑦A-2

周南分室 大山野26（周南公民館内） 52-4915

午前９時～午後5時 祝日・年末年始

⑨B-4
小糸分室 糠田55（小糸公民館内） 32-2184 ⑪B-4
清和分室 西粟倉57（清和公民館内） 37-2195 ⑬B-2
小櫃分室 末吉128（小櫃公民館内） 35-2488 ⑫A-2

上総分室 久留里市場192-5
（上総地域交流センター内） 27-3181 ⑫B-5

 小糸スポーツ広場 問 ☎32-5232 
▶所 在 地　塚原51　 マップ⑪B-4
▶開場時間　火～日曜日　午前８時30分～午後５時
▶休 場 日　月曜日(祝日の場合は翌平日)、12/29～1/3
■野球場(有料)
▶使用できる種目　軟式野球、ソフトボール等
■自由広場(無料)
▶使用できる種目　グラウンド・ゴルフ等

 清和スポーツ広場
問 ☎37-2195(予約専用) 清和公民館

▶所 在 地　西粟倉60　 マップ⑬B-2
▶施　　設　テニスコート
▶開場時間　午前８時30分～午後５時
▶利用料金　無料

 小櫃スポーツ広場
問 ☎35-2488(予約専用) 小櫃公民館

▶所 在 地　末吉1005-1　 マップ⑫A-3
▶施　　設　野球場、ゲートボール場
▶開場時間　午前８時30分～午後５時
▶利用料金　無料
▶使用できる種目　軟式野球、ソフトボール、ゲートボール等

スポーツ施設
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 久留里スポーツ広場
問 ☎27-3181(予約専用) 上総公民館

▶所 在 地　久留里市場368-1　 マップ⑫B-5
▶施　　設　野球場
▶開場時間　午前８時30分～午後５時
▶利用料金　無料
▶使用できる種目　軟式野球、グラウンド・ゴルフ等

 久留里市民プール
問 ☎27-2929(営業期間のみ)

▶所 在 地　久留里市場383-1　 マップ⑫B-5
▶施　　設　25mプール、児童プール
▶開場時間　７月第３日曜日～８月最終日曜日
　　　　　　午前10時～午後4時
▶利用料金　有料

 君津勤労者総合福祉センター
　　（君津メディカルスポーツセンター内）

問 ☎88-0611
▶所 在 地　西君津11-6　 マップ②A-2
▶施　　設　�フィットネススタジオ、トレーニングルーム、

 人見仮運動場
▶所 在 地　人見4-11　 マップ②D-5
▶施　　設　多目的広場
▶利用料金　無料　※自由解放。利用予約は必要ありません。
▶使用できる種目　少年サッカー、グラウンド・ゴルフ等

 貞元仮運動場
▶所 在 地　貞元290-1　 マップ⑥C-2
▶施　　設　少年サッカー場
▶利用料金　無料
▶使用できる種目　少年サッカー、グラウンド・ゴルフ等

市内の小学校、中学校の体育施設を学校教育に支障の無い
範囲で、スポーツの場として利用できます。利用できる施設
はグラウンドと体育館です。利用可能な運動種目は、各学区
の状況によって異なりますのでご確認ください。
●利用資格
　責任者の明確な10人以上(4分の3以上が市内在住又は在
勤、在学)で組織され、あらかじめ登録申請をして登録証の
交付を受けている市内の団体。

■体育館
▶開放日・時間
月～金曜日午後6時～9時、土・日・祝日午前9時～午後９時
■グラウンド
▶開放日・時間
土・日曜日、祝日
4月から10月まで　午前9時～午後5時
11月から3月まで　午前9時～午後4時

 小糸川右岸ジョギングコース（外箕輪～人見）
小糸川沿岸歩行者専用道上に全長約5㎞のジョギングコース
▶利用料金　無料　※利用予約は必要ありません。

サウナ・シャワールーム、会議室、特別会議室、
研修室、教養文化室（和室）、隣接するスポーツ・
プラザに温水プール、カルシウム人工温泉あり

▶開館時間及び使用料　詳細は施設までお問合せください。
▶休 館 日　月曜日（祝日除く）、12/29～1/2

 松丘スポーツ広場
問 ☎29-2321(予約専用) 松丘コミュニティセンター

▶所 在 地　広岡1798　 マップ⑬C-1
▶施　　設　野球場、多目的広場、ゲートボール場
▶開場時間　午前８時30分～午後５時
▶利用料金　無料
▶使用できる種目　軟式野球、サッカー、ゲートボール、
　　　　　　　　　グラウンド・ゴルフ等

 君津グラウンド・ゴルフ場 問 ☎55-6225 
▶所 在 地　作木201-3　 マップ⑬A-1
▶施　　設　グラウンド・ゴルフ専用コース
▶開場時間　火～日曜日　午前８時30分～午後５時
▶休 館 日　月曜日(祝日の場合は翌平日)、12/29～1/3
▶利用料金　有料

運動場、ジョギングコース

問体育振興課　☎56-1698

学校体育施設が使えます

問体育振興課　☎56-1698
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公園
 内みのわ運動公園 問 ☎52-8222 

▶所 在 地　内箕輪1-1-1　 マップ⑦A-2
▶施　　設　�市民体育館（主体育室・小体育室・視聴覚室・会議

室・弓道場・中央図書館分室）・卓球場・野球場・庭
球場・陸上競技場

▶使用時間　午前9時～午後9時
　　　　　　（ただし、野球場と陸上競技場は午後５時まで）
▶定 休 日　月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）、
　　　　　　年末年始（12月28日から1月3日）
▶使 用 料　有料

 君津緩衝緑地（西君津） 問 ☎88-0611 
▶所 在 地　西君津11-1　 マップ②A-2
▶施　　設　テニスコート（人工芝）　４面
▶開館時間　午前9時～午後9時（日曜、祝日は午後7時まで）
▶休 館 日　月曜日（祝日除く）、12/29～1/2
▶使 用 料　有料　※詳細は施設までお問合せください

キャンプ場
※使用料・詳細は各キャンプ場まで

名称 電話 所在地
地図座標 施設 時間 定休日

亀山湖畔公園
稲ヶ崎キャンプ場 39-3390 草川原866

⑬D-3
26区画・
フリーサイト10張 ［宿泊］　午後1時～翌日午前11時 年末年始

（12/28～1/3）

亀山湖畔公園
長崎キャンプ場 39-3700 坂畑700-1

⑬D-3
30区画
※宿泊はできません ［デイキャンプ］　午前10時～午後４時 12/1～3/31

かずさオートキャンプ場 27-2020 向郷776-1
⑫B-5

80区画・
ログキャビン14棟

［デイキャンプ］　午前10時～午後4時
［キャンプ�チェックイン］　午後1時～午後5時
［チェックアウト］　午前11時

不定休

イレブン
オートキャンプパーク 27-2711 栗坪300

⑬D-1

120区画・
ログキャビン16棟・
カナディアン
コテージ2棟

［開門］　午前8時～閉門午後9時まで
［デイキャンプ］　午前10時～午後5時（夏季）、
　　　　　　　��午前10時～午後4時（冬季）
［キャンプ�チェックイン］　午後1時
［チェックアウト］　翌午前11時

不定休

ホウリーウッズ
久留里キャンプ村 50-5211 芋窪282

⑬C-1 120区画
［デイキャンプ］　午後12時～午後6時
［キャンプ�チェックイン］　午後1時
［チェックアウト］　翌午前11時

不定休

オートキャンプ七里川
39-3335
090-7728-
6441

黄和田畑
969-1
⑬E-3

35区画
［デイキャンプ］　午前10時～午後４時
［キャンプ�チェックイン］　午後１時
［チェックアウト］　翌午前11時

年末年始

千石台オートキャンプ場 39-2743
黄和田畑
2245-16
⑬E-4

30区画
［デイキャンプ］　午前10時～午後4時
［キャンプ�チェックイン］　午後１時～午後4時
［チェックアウト］　翌正午

不定休

柿山田オート
キャンプガーデン 37-2217 東栗倉542

⑬B-2
54区画、
トレーラーハウス3棟

［キャンプ�チェックイン］　午後1時～午後7時
［チェックアウト］　午前8時～午前11時 不定休

フォレスト
パーティー峰山 38-2235 大岩445-5

⑬C-3

5区画・ネイチャー
キャンプサイト5区画、
バンガロー10棟・
コテージ1棟

［デイキャンプ］　午前11時～午後4時
［キャンプ�チェックイン］　午後2時
［チェックアウト］　翌午前11時

不定休

オートキャンプ
フルーツ村 38-2255 旅名96

⑬C-3 53区画
［デイキャンプ］　午前9時～午後4時30分
［キャンプ�チェックイン］　正午～午後5時
［チェックアウト］　翌午前8時～正午

不定休

ロマンの森共和国 38-2211 豊英659-1
⑬C-4

33区画・
ロッジ25棟

［デイキャンプ］　午前10時～午後4時
［オートキャンプ�チェックイン］　午後2時～翌正午

1月、2月に
休園日あり

清和県民の森 38-2222 豊英660
⑬C-4

キャンプ場20サイト・
オートキャンプ場11
サイト・ロッジ村29棟

［チェックイン］　午後1時～午後4時
［チェックアウト］　翌午前10時
（キャンプ場・オートキャンプ場・ロッジ村共通）

なし
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