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主な施設
 ■市役所・支所・出張所

施設名 電話 所在地 地図座標
柏市役所 7167-1111 柏5-10-1 1・D-2
沼南庁舎（支所） 7191-7314 大島田48-1 13・D-2
田中出張所 7133-1000 大室249-1 7・A-1
増尾出張所 7174-7211 増尾3-1-1 13・A-3
富勢出張所 7131-6622 布施834-1 7・E-4
光ケ丘出張所 7172-2702 光ケ丘団地200-5 12・D-4
豊四季台出張所 7144-1000 豊四季台1-1-116 10・A-2
南部出張所 7173-1000 南増尾56-2（※） 14・E-3
西原出張所 7154-2000 西原3-2-48 6・B-2
松葉出張所 7133-2200 松葉町4-11 7・B-3
藤心出張所 7176-3700 藤心4-1-11 13・B-5
高柳出張所 7193-1110 高柳1652-10 15・C-3
柏駅前行政
サービスセンター 7168-5500 柏1-1-11

ファミリかしわ3階 1・C-5

パスポートセンター 7167-9001 柏1-1-11
柏マルイ7階 1・C-5

（※）南部出張所は令和2年5月ごろ移転予定（新逆井2-5-13）
 ■近隣センター

施設名 電話 所在地 地図座標
旭町近隣センター 7144-8900 旭町5-3-32 10・B-4
豊 四 季 台 近 隣 セ ン
ター 7144-1000 豊四季台1-1-116 10・A-2

（体育館） 7148-1666 かやの町2-65 10・A-3
南部近隣センター 7173-1000 新逆井2-5-13（※） 14・E-3

（体育館） 7172-9500 南逆井1-20-1 14・E-3
田中近隣センター 7133-1000 大室249-1 7・A-1
西原近隣センター 7154-2000 西原3-2-48 6・B-2

（体育館） 7152-4883 西原2-10-62 6・B-2
永楽台近隣センター 7163-1201 永楽台2-11-25 12・E-2
布施近隣センター 7132-3100 布施1196-5 7・E-3
増尾近隣センター 7174-7211 増尾3-1-1 13・A-3
光ケ丘近隣センター 7175-0033 光ケ丘団地200-5 12・D-4
新富近隣センター 7145-1945 豊四季945-1 9・E-4
柏 ビ レ ジ 近 隣 セ ン
ター 7133-8821 大室1285-1 7・B-1

富里近隣センター 7173-9531 富里2-4-4 10・B-5
高田近隣センター 7144-9292 高田693-2 10・A-1
根戸近隣センター 7131-6098 根戸467-178 7・D-4

（体育館） 7132-9247 根戸467-178 7・D-4
柏中央近隣センター

（アミュゼ柏） 7164-4552 柏6-2-22 1・D-5

新田原近隣センター 7167-1276 東柏2-2-15 13・B-1
松葉近隣センター 7133-2200 松葉町4-11 7・B-3
藤心近隣センター 7176-3700 藤心4-1-11 13・B-5
北部近隣センター 7134-1070 大青田1541-2 4・D-4
酒井根近隣センター 7175-2400 酒井根653-4 14・D-1
高柳近隣センター 7193-1110 高柳1652-10 15・C-3
沼 南 近 隣 セ ン タ ー

（ひまわりプラザ） 7192-1111  大島田440-1 13・D-2

手賀近隣センター 7191-8022 柳戸511-11 16・B-2
（※）  南部近隣センターのリノベーションに伴い、令和2年５

月ごろまで、体育館以外の一部機能を別の場所に移転
して業務を継続しています。移転先等、詳しくは問い
合わせを

 ■保健・衛生施設
施設名 電話 所在地 地図座標

保健所 7167-1255 柏下65-1
ウェルネス柏内 10・D-2

市立柏病院 7134-2000 布施1-3 7・D-3

夜間急病診療所
［柏市医療公社］

7163-0813
(診 療 時 間
内だけ)

柏下65-1
ウェルネス柏内 10・D-2

柏地域医療連携セン
ター 7197-1510 豊四季台1-1-118 10・A-3

動物愛護ふれあいセ
ンター 7190-2828 風早2-4-3 13・D-5

 ■福祉施設
施設名 電話 所在地 地図座標

柏市社会福祉協議会 7163-9000 柏5-11-8 1・E-2
沼南社会福祉セン
ター 7193-2941 風早1-2-2 13・D-4

しこだ児童センター 7145-2522 篠籠田609-5 10・B-1
豊四季台児童セン
ター 7144-5363 豊四季台1-1-114 10・A-2

永楽台児童センター 7163-4050 永楽台2-11-25 12・E-2
光ケ丘近隣センター
内遊戯室 7170-7600 光ケ丘団地200-5 12・D-4

高柳児童センター 7190-1348 高柳1652-1 15・C-3
南部みんなの広場
（令和2年4月まで休館）7173-1333 新逆井2-5-13 14・E-3
布施遊戯室 7135-3960 布施1196-5 7・E-3
はぐはぐひろば沼南 7128-5665 風早1-2-2 13・D-4

はぐはぐひろば若柴 080-
7888-2525 十余二313-92 7・A-4

柏児童相談所 7131-7175 根戸445-12 7・D-4
柏寿荘 7131-9511 船戸山高野535 4・E-1
沼南老人福祉セン
ター「いこい荘」 7192-1401 塚崎1356 13・D-4

南部老人福祉セン
ター「かたくりの里」7176-6151 藤心293-1 13・C-5

豊四季台老人いこい
の家 7147-1990 豊四季台1-1-114 10・A-2

介護予防センター
「いきいきプラザ」 7163-9000 柏5-11-8 1・E-2

介護予防センター
「ほのぼのプラザま
すお」

7170-5570 加賀3-16-8 12・E-4

柏市シルバー人材セ
ンター 7166-6681 柏下66-1 10・D-2

こども発達センター 7128-2223 柏下65-1 10・D-2
キッズルームひまわ
り 7128-2224 柏下65-1 10・D-2

キッズルームこすも
す 7128-2225 柏下65-1 10・D-2

青和園 7131-9360 十余二175-41 6・D-3
朋生園 7163-6612 中原1816-6 12・E-3

みどり園 7187-0511 我孫子市中峠2310 ―

柏市地域生活支援セ
ンター「あいネット」7165-8707

柏下65-1
ウェルネス柏内 10・D-2

 ■地域包括支援センター
施設名 電話 所在地 地図座標

柏北部地域包括支援
センター 7140-8818 十余二363-15 3・C-5

◎高柳・しいの木台等松戸局（047局）地域にお住まいのかたや
 携帯電話からお掛けのかたは電話番号の頭に「04」を付けて
くださいテレホンガイド

104

テ
レ
ホ
ン
ガ
イ
ド

kashiwa_P098_107_190731_2.indd   104 2019/08/05   11:11



AD　90mm×30mm
177

施設名 電話 所在地 地図座標
布施分館 7132-3193 布施1196-5 7・E-3
増尾分館 7172-9193 増尾3-1-1 13・A-3
光ケ丘分館 7175-3746 光ケ丘団地200-5 12・D-4
新富分館 7147-2690 豊四季945-1 9・E-4
高田分館 7147-2440 高田693-2 10・A-1
根戸分館 7131-6053 根戸467 7・D-4
新田原分館 7167-1298 東柏2-2-15 13・B-1
松葉分館 7134-0046 松葉町4-11 7・B-3
藤心分館 7175-4946 藤心4-1-11 13・B-5
沼南分館 7192-1115 大島田440-1 13・D-2
高柳分館 7193-1160 高柳1652-10 15・C-3
こども図書館 7108-1111 大島田48-1 13・D-2
柏市郷土資料展示室 7191-1450 大島田48-1 13・D-2
旧吉田家住宅歴史公
園 7135-7007 花野井974-1 7・C-2

（※1）  教育福祉会館の改修工事に伴い、令和2年12月まで
休館しています。休館中の代替施設について、詳しく
は問い合わせを

（※2）  南部分館は令和2年5月ごろ移転予定（新逆井2-5-
13）

 ■スポーツ施設
施設名 電話 所在地 地図座標

中央体育館 7164-9573 柏下73 10・D-2
沼南体育館 7193-1111 藤ケ谷1908-1 13・E-5
富勢運動場 7131-7011 根戸507 7・E-4
逆井運動場 7175-0750 逆井145 15・B-1
宮田島運動場 7176-2066 逆井335-2 15・A-3
塚崎運動場 7192-0488 塚崎1454 13・C-5
大津ケ丘中央公園運
動場 7193-6116 大津ケ丘2-1 13・C-2

手賀の丘公園運動場 7192-4730 片山294 16・C-1
柏の葉庭球場 7134-8380 柏の葉6-7 3・A-1
しいの木台公園庭球
場

0 4 7 - 3 8 3 -
5855 しいの木台2-11-1 15・A-4

ひばりが丘市民プー
ル 7167-8024 ひばりが丘18-2 12・E-1

柏西口第一公園市民
プール 7144-5759 明原3-1-10 1・A-3

逆井市民プール 7175-7201 逆井145 15・B-1
船戸市民プール 7131-0050 船戸山高野170-1 4・D-3
大津ヶ丘中央公園市
民プール 7193-6116 大津ヶ丘2-1 13・C-2

利 根 サ イ ク リ ン グ
コース 7167-1133 ― ―

リフレッシュプラザ
柏 7173-5900 南増尾58-3 14・E-1

さわやかプラザ軽井
沢

0 4 7 - 4 4 2 -
6150

鎌 ヶ 谷 市 軽 井 沢
2106-6 16・A-5

手賀沼周遊レンタサ
イクル（道の駅しょう
なん・セブンパークア
リオ柏・手賀沼フィッ
シングセンター）

7190-1131 箕輪新田59-2
11・C-4
13・E-4
16・C-5

手賀沼周遊レンタサ
イクル（北柏ふるさ
と公園）

7160-3120
（平日）
080-3475-
9380（土・日
曜日、祝日）

呼塚新田204-2 10・E-2

 ■青少年施設
施設名 電話 所在地 地図座標

青少年センター 7131-5856 十余二313-92 7・A-4
少年補導センター 7164-7571 柏5-8-32 1・D-2
県立手賀の丘少年自
然の家

7191-1923 泉1240-1 16・B-1

 ■公社
施設名 電話 所在地 地図座標

柏市土地開発公社 7164-4143 柏5-10-1 1・D-2
柏市まちづくり公社 7164-4141 柏5-9-6 1・D-3
柏市医療公社 7134-2000 布施1-3 7・D-3

施設名 電話 所在地 地図座標
北柏地域包括支援セ
ンター 7130-7800 布施1-3 7・D-3

北柏第2地域包括支
援センター 7179-5500 大山台2-3

モラージュ柏2階 7・B-5

柏西口地域包括支援
センター 7142-8008 豊四季台1-3-1 10・A-3

柏西口第2地域包括
支援センター 7147-8001 豊町2-5-25

イオンモール柏3階 10・B-5

柏東口地域包括支援
センター 7168-7070 東上町2-6 久大

マンション1階 2・D-3

柏東口第2地域包括
支援センター 7192-6610 中 央2-9-12 リ ッ

ツハウスC号室 2・C-4

光ケ丘地域包括支援
センター 7160-0003 今谷南町4-20 12・D-3

柏南部地域包括支援
センター 7160-0002 南増尾58-3 14・E-1

柏南部第2地域包括
支援センター 7170-9300 増尾台3-8-51

もりこビル102号 13・A-5

沼南地域包括支援セ
ンター 7190-1900 風早1-2-2 13・D-4

 ■ごみ・し尿処理・清掃・環境
施設名 電話 所在地 地図座標

北 部 ク リ ー ン セ ン
ター（清掃工場） 7131-7900 船戸山高野538 4・E-1

南 部 ク リ ー ン セ ン
ター収集担当

（収集事務所）
7173-5111 南増尾57-1 15・A-2

南 部 ク リ ー ン セ ン
ター管理担当

（第二清掃工場）
7170-7080 南増尾56-2 15・A-1

か し わ 環 境 ス テ ー
ション 7170-7090 南増尾56-2 15・A-1

山高野浄化センター 7131-5509 船戸2115 4・D-3
リサイクルプラザ 7199-5081 十余二348-202 6・E-4
リサイクルプラザリ
ボン館 7199-5082 十余二348-202 6・E-4

柏プラネット 7133-4501 新十余二7-8 4・E-5
ク リ ー ン セ ン タ ー

「しらさぎ」 7193-5389 藤ケ谷1582 16・A-5

 ■消費生活
施設名 電話 所在地 地図座標

消費生活センター 7163-5853 柏 下73 中 央 体 育
館　管理棟1階 10・D-2

柏市公設総合地方卸
売市場 7131-2620 若柴69-1 3・E-3

農産物直売所「かし
わで」 7141-6755 高田100 9・E-1

 ■文化施設
施設名 電話 所在地 地図座標

パレット柏（市民交
流 セ ン タ ー・市 民
ギャラリー）

7157-0280
柏 1 - 7 - 1 - 3 0 1 　
Day One タワー
3階

2・C-2

中央公民館 7164-1811
柏5-8-12
教 育 福 祉 会 館 内

（※1）
1・E-3

アミュゼ柏　（柏中
央近隣センター） 7164-4552  柏6-2-22 1・D-5

市民文化会館 7164-9141 柏下107 10・D-2
図書館（本館） 7164-5346 柏5-8-12 1・E-3
豊四季台分館 7145-9546 豊四季台1-1-111 10・A-3
田中分館 7134-2546 大室249-1 7・A-1
南部分館 7172-9194 南逆井1-20-1（※2） 14・E-3
西原分館 7152-9898 西原3-2-48 6・B-2
永楽台分館 7163-1232 永楽台2-11-25 12・E-2

柏市 くらしの便利帳 105
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主な施設
■市役所・支所・出張所

施設名 電話 所在地 地図座標
柏市役所 7167-1111 柏5-10-1 1・D-2
沼南庁舎（支所） 7191-7314 大島田48-1 13・D-2
田中出張所 7133-1000 大室249-1 7・A-1
増尾出張所 7174-7211 増尾3-1-1 13・A-3
富勢出張所 7131-6622 布施834-1 7・E-4
光ケ丘出張所 7172-2702 光ケ丘団地200-5 12・D-4
豊四季台出張所 7144-1000 豊四季台1-1-116 10・A-2
南部出張所 7173-1000 南増尾56-2（※） 14・E-3
西原出張所 7154-2000 西原3-2-48 6・B-2
松葉出張所 7133-2200 松葉町4-11 7・B-3
藤心出張所 7176-3700 藤心4-1-11 13・B-5
高柳出張所 7193-1110 高柳1652-10 15・C-3
柏駅前行政
サービスセンター 7168-5500 柏1-1-11

ファミリかしわ3階 1・C-5

パスポートセンター 7167-9001 柏1-1-11
柏マルイ7階 1・C-5

（※）南部出張所は令和2年5月ごろ移転予定（新逆井2-5-13）
■近隣センター

施設名 電話 所在地 地図座標
旭町近隣センター 7144-8900 旭町5-3-32 10・B-4
豊 四 季 台 近 隣 セ ン
ター 7144-1000 豊四季台1-1-116 10・A-2

（体育館） 7148-1666 かやの町2-65 10・A-3
南部近隣センター 7173-1000 新逆井2-5-13（※） 14・E-3

（体育館） 7172-9500 南逆井1-20-1 14・E-3
田中近隣センター 7133-1000 大室249-1 7・A-1
西原近隣センター 7154-2000 西原3-2-48 6・B-2

（体育館） 7152-4883 西原2-10-62 6・B-2
永楽台近隣センター 7163-1201 永楽台2-11-25 12・E-2
布施近隣センター 7132-3100 布施1196-5 7・E-3
増尾近隣センター 7174-7211 増尾3-1-1 13・A-3
光ケ丘近隣センター 7175-0033 光ケ丘団地200-5 12・D-4
新富近隣センター 7145-1945 豊四季945-1 9・E-4
柏 ビ レ ジ 近 隣 セ ン
ター 7133-8821 大室1285-1 7・B-1

富里近隣センター 7173-9531 富里2-4-4 10・B-5
高田近隣センター 7144-9292 高田693-2 10・A-1
根戸近隣センター 7131-6098 根戸467-178 7・D-4

（体育館） 7132-9247 根戸467-178 7・D-4
柏中央近隣センター

（アミュゼ柏） 7164-4552 柏6-2-22 1・D-5

新田原近隣センター 7167-1276 東柏2-2-15 13・B-1
松葉近隣センター 7133-2200 松葉町4-11 7・B-3
藤心近隣センター 7176-3700 藤心4-1-11 13・B-5
北部近隣センター 7134-1070 大青田1541-2 4・D-4
酒井根近隣センター 7175-2400 酒井根653-4 14・D-1
高柳近隣センター 7193-1110 高柳1652-10 15・C-3
沼 南 近 隣 セ ン タ ー

（ひまわりプラザ） 7192-1111 大島田440-1 13・D-2

手賀近隣センター 7191-8022 柳戸511-11 16・B-2
（※）南部近隣センターのリノベーションに伴い、令和2年５

月ごろまで、体育館以外の一部機能を別の場所に移転
して業務を継続しています。移転先等、詳しくは問い
合わせを

■保健・衛生施設
施設名 電話 所在地 地図座標

保健所 7167-1255 柏下65-1
ウェルネス柏内 10・D-2

市立柏病院 7134-2000 布施1-3 7・D-3

夜間急病診療所
［柏市医療公社］

7163-0813
(診 療 時 間
内だけ)

柏下65-1
ウェルネス柏内 10・D-2

柏地域医療連携セン
ター 7197-1510 豊四季台1-1-118 10・A-3

動物愛護ふれあいセ
ンター 7190-2828 風早2-4-3 13・D-5

■福祉施設
施設名 電話 所在地 地図座標

柏市社会福祉協議会 7163-9000 柏5-11-8 1・E-2
沼南社会福祉セン
ター 7193-2941 風早1-2-2 13・D-4

しこだ児童センター 7145-2522 篠籠田609-5 10・B-1
豊四季台児童セン
ター 7144-5363 豊四季台1-1-114 10・A-2

永楽台児童センター 7163-4050 永楽台2-11-25 12・E-2
光ケ丘近隣センター
内遊戯室 7170-7600 光ケ丘団地200-5 12・D-4

高柳児童センター 7190-1348 高柳1652-1 15・C-3
南部みんなの広場
（令和2年4月まで休館）7173-1333 新逆井2-5-13 14・E-3
布施遊戯室 7135-3960 布施1196-5 7・E-3
はぐはぐひろば沼南 7128-5665 風早1-2-2 13・D-4

はぐはぐひろば若柴 080-
7888-2525 十余二313-92 7・A-4

柏児童相談所 7131-7175 根戸445-12 7・D-4
柏寿荘 7131-9511 船戸山高野535 4・E-1
沼南老人福祉セン
ター「いこい荘」 7192-1401 塚崎1356 13・D-4

南部老人福祉セン
ター「かたくりの里」7176-6151 藤心293-1 13・C-5

豊四季台老人いこい
の家 7147-1990 豊四季台1-1-114 10・A-2

介護予防センター
「いきいきプラザ」 7163-9000 柏5-11-8 1・E-2

介護予防センター
「ほのぼのプラザま
すお」

7170-5570 加賀3-16-8 12・E-4

柏市シルバー人材セ
ンター 7166-6681 柏下66-1 10・D-2

こども発達センター 7128-2223 柏下65-1 10・D-2
キッズルームひまわ
り 7128-2224 柏下65-1 10・D-2

キッズルームこすも
す 7128-2225 柏下65-1 10・D-2

青和園 7131-9360 十余二175-41 6・D-3
朋生園 7163-6612 中原1816-6 12・E-3

みどり園 7187-0511 我孫子市中峠2310 ―

柏市地域生活支援セ
ンター「あいネット」7165-8707

柏下65-1
ウェルネス柏内 10・D-2

■地域包括支援センター
施設名 電話 所在地 地図座標

柏北部地域包括支援
センター 7140-8818 十余二363-15 3・C-5

◎高柳・しいの木台等松戸局（047局）地域にお住まいのかたや
携帯電話からお掛けのかたは電話番号の頭に「04」を付けて
くださいテレホンガイド
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AD　90mm×30mm
179

AD　90mm×30mm
180

■■消防
施設名 電話 所在地 地図座標

消防局 7133-0119 松葉町7-16-7 7・B-4
西部消防署 7133-8794 松葉町7-16-7 7・B-4
富勢分署 7131-6751 布施764 7・E-4
たなか分署 7131-1424 船戸1-19-2 4・E-4
東部消防署 7164-0119 中央2-10-3 2・C-4
逆井分署 7172-5031 逆井1444-10 14・E-3
光ケ丘分署 7172-7799 東中新宿4-4-25 12・D-4
旭町消防署 7144-6750 篠籠田944-1 10・A-3
西原分署 7155-5119 十余二155-18 6・D-4
沼南消防署 7191-4500 大津ケ丘1-56-12 13・D-2
高柳分署 7191-1144 高柳826-5 15・D-2
手賀分署 7190-0119 柳戸511-10 16・B-2
■■水道・電気・ガス

施設名 電話 所在地 地図座標
柏市水道部 7166-2191 千代田1-2-32 2・D-4
東京電力パワーグ
リッドコンタクト
センター

0120-
995-007 ― ―

京葉ガスお客さま
コールセンター

047-361-
0211 ― ―

京和ガス（伊勢原・西
柏台・西原・みどり台
地域）

7155-1500 流山市江戸川台東1-254 6・A-2

■■警察・交番
施設名 電話 所在地 地図座標

柏警察署 7148-0110 松ケ崎722-1 10・B-1
旭町交番 7145-1239 旭町3-2-2 2・B-2
柏駅前交番 7164-5033 柏1-1-22 1・C-5
豊四季駅前交番 7143-9008 豊四季159 9・D-3

光ケ丘交番 7172-8335 光ケ丘団地1768-5 12・C-4

増尾駅前交番 7173-6231 加賀3-24-5 13・A-4
松葉町交番 7131-1511 松葉町4-1-4 7・C-3
緑ケ丘交番 7164-9066 千代田2-13 10・C-5
花野井交番 7132-6312 花野井765-139 7・B-2
南増尾交番 7173-6221 南増尾1-25-39 14・E-1
南柏駅前交番 7145-5177 南柏1-1-2 12・C-1
高田原交番 7131-6075 十余二175-44 6・D-4
北柏駅前交番 7167-9766 北柏1-17 10・D-1
新柏交番 7167-3441 新柏1-16-16 12・E-2
船戸駐在所 7132-5757 船戸2071-5 4・E-3
富勢駐在所 7132-4509 布施679-1 7・E-3
大津ケ丘交番 7192-1792 大津ケ丘2-27-1 13・C-3
高柳交番 7191-6550 高柳1482-1 15・C-3
手賀駐在所 7191-9110 手賀1418-1 16・C-1
泉駐在所 7191-1624 泉301-1 16・B-1
藤ケ谷駐在所 7191-2955 藤ケ谷544-9 16・A-4
柏の葉キャンパス交
番 7134-0295 若柴164-3中央153街区7 3・D-3

■■交通
施設名 電話 所在地 地図座標

かしわ乗合ジャンボタ
クシー（㈲染谷交通） 7164-1919 ― ―

予約型相乗りタク
シー「カシワニクル」会
員登録（交通施設課）

7167-1219 ― ―

予約センター
（沼南タクシー㈲） 7193-6600 ― ―

■■小学校
施設名 電話 所在地 地図座標

柏第一小学校 7143-0138 あけぼの1-7-6 1・C-3
柏第二小学校 7144-3141 豊四季310 9・E-4
柏第三小学校 7167-3161 若葉町4-54 2・C-5
柏第四小学校 7143-2840 松ケ崎1182-9 10・B-1
柏第五小学校 7164-1585 柏932-7 10・D-3
柏第六小学校 7145-7240 豊四季台4-2-1 10・A-3
柏第七小学校 7145-9338 篠籠田723-1 10・A-2
柏第八小学校 7164-1207 永楽台2-8-1 12・E-2
豊小学校 7174-0755 豊四季610-2 12・D-2
旭小学校 7144-6400 旭町6-5-17 10・A-4
旭東小学校 7145-4445 旭町5-3-9 2・A-4
高田小学校 7143-2644 高田376-3 10・A-1
名戸ケ谷小学校 7163-0540 名戸ケ谷474-1 13・B-1
光ケ丘小学校 7173-7130 流山市向小金4-20-1 12・C-3
酒井根小学校 7172-1108 酒井根19-2 14・D-1
酒井根東小学校 7175-0336 酒井根1-2-1 12・D-5
酒井根西小学校 7174-4192 酒井根662-1 14・C-1
中原小学校 7164-4335 中原1821-1 12・E-3
土小学校 7172-4805 増尾4-4-1 13・A-3
増尾西小学校 7174-8530 増尾台3-5-9 12・E-5
土南部小学校 7172-4709 新逆井1-10-1 14・E-2
逆井小学校 7174-8540 逆井452-2 15・A-2
藤心小学校 7173-7941 藤心880-1 15・B-1
富勢小学校 7133-2077 布施925-1 7・E-4
富勢西小学校 7132-2244 布施84-2 7・D-3
富勢東小学校 7133-3741 布施2176-2 8・A-3
田中小学校 7131-5719 大室1193-3 7・B-1
十余二小学校 7133-2555 柏の葉4-4-1 6・D-2
花野井小学校 7133-8500 花野井1652-34 7・C-1
田中北小学校 7131-4849 大青田1536-1 4・D-4
西原小学校 7152-3557 西原4-17-1 6・C-3
松葉第一小学校 7133-5602 松葉町5-3 7・B-3
松葉第二小学校 7133-7500 松葉町2-16 7・C-4
風早南部小学校 7191-0440 藤ケ谷新田111-2 15・E-1
風早北部小学校 7191-3796 大井1854-1 13・D-2
手賀西小学校 7191-1606 泉541 16・B-1
手賀東小学校 7191-9014 手賀479-7 16・D-1
高柳小学校 7191-3499 高南台3-14-12 15・C-3
大津ケ丘第一小学校 7192-1110 大津ケ丘3-50 13・C-2
大津ケ丘第二小学校 7192-1120 大津ケ丘4-8 13・C-3

高柳西小学校 047-
384-5717 しいの木台3-2 15・A-4

柏の葉小学校 7134-3987 十余二348-51中央404街区1 7・A-4

■■中学校
施設名 電話 所在地 地図座標

柏中学校 7146-1167 明原4-1-1 1・A-4
柏第二中学校 7164-5770 弥生町6-6 10・D-4
柏第三中学校 7144-5686 篠籠田987-1 10・A-2
柏第四中学校 7163-6401 名戸ケ谷1-6-8 13・A-1
柏第五中学校 7143-2645 高田919-1 10・B-1
土中学校 7172-4809 増尾1-23-1 13・A-3
南部中学校 7173-7943 南増尾6-16-1 14・D-3
逆井中学校 7175-0335 逆井555 15・B-1
中原中学校 7166-5601 中原1816-2 12・E-3
富勢中学校 7131-2309 根戸467-1 7・D-4
田中中学校 7131-5725 大室249-9 7・A-1
西原中学校 7154-3232 西原6-13-1 6・C-3

テレホンガイド
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AD　90mm×30mm
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施設名 電話 所在地 地図座標
街角の年金
相談センター柏

7160-3111
（予約専用）

柏4-8-1
柏東口金子ビル1
階

� 1・D-4

海上自衛隊下総航空
基地 7191-2321 藤ケ谷1614-1 15・E-4

千葉県動物愛護
センター
東葛飾支所

7191-0050 高柳1018-6 15・D-4

 ■市外官公庁
施設名 電話 所在地 地図座標

東葛飾地域振興
事務所

047-
361-2111

松戸市小根本7
東葛飾合同庁舎5
階

―

ハローワーク松戸 047-
367-8609

松戸市松戸1307-
1
松戸ビル3階

―

松戸年金事務所 047-
345-5517

松戸市新松戸
1-335-2 ―

千葉家庭裁判所
松戸支部

047-
368-5141 松戸市岩瀬無番地 ―

千葉地方裁判所
松戸支部

047-
368-5141 松戸市岩瀬無番地 ―

松戸簡易裁判所 047-
368-5741 松戸市岩瀬無番地 ―

松戸市役所 047-
366-1111 松戸市根本387-5 ―

野田市役所 7125-1111 野田市鶴奉7-1 ―

流山市役所 7158-1111 流山市平和台1-1-1 ―

我孫子市役所 7185-1111 我孫子市我孫子1858 11・D-3

野田自動車検査登録
事務所

050-
5540-2023

野田市上三ケ尾
207-22 � 4・B-2

流山運転免許
センター 7147-2000 流山市前ケ崎217 12・A-1

 ■その他
施設名 電話 所在地 地図座標

ウイングホール柏斎
場 7131-6649 布施281-1 � 7・E-2

柏商工会議所 7162-3311 東上町7-18 � 1・E-5

かしわインフォメー
ションセンター 7128-5610

柏1-1-11
ファミリかしわ
3階

� 1・C-5

手賀沼フィッシング
センター 7185-2424 曙橋字若鮎1 16・C-5

柏市沼南商工会 7191-2803 風早1-6-16 13・E-4
道の駅しょうなん 7190-1131 箕輪新田59-2 11・C-4
市民活動サポート
コーナー（パレット
柏内）

7163-1143
柏1-7-1-301
Day�One�タワー3
階

� 2・C-2

柏市国際交流セン
ター（パレット柏内）7157-0281

柏1-7-1-301
Day�One�タワー3
階

� 2・C-2

柏郵便局 0570-
943-764 東上町6-29 � 2・E-2

施設名 電話 所在地 地図座標
光ケ丘中学校 7172-3648 光ケ丘4-23-1 12・D-4
酒井根中学校 7174-8520 酒井根1-3-1 12・D-5
松葉中学校 7133-5601 松葉町3-14 � 7・C-4
豊四季中学校 7146-4766 豊四季287-7 � 9・E-3
風早中学校 7191-2290 塚崎1319 13・D-4
手賀中学校 7191-1604 柳戸690 16・B-2
大津ケ丘中学校 7192-1130 大津ケ丘1-25 13・C-1
高柳中学校 7191-4580 高南台1-1-1 15・C-3

柏の葉中学校 7136-7820 十余二337-93中央405街区1 � 7・A-4

県立東葛飾中学校 7143-8651 旭町3-2-1 � 1・A-5
麗澤中学校 7173-3700 光ケ丘2-1-1 12・C-4
芝浦工業大学柏中学
校 7174-3100 増尾700 13・B-2

二松学舎大学附属柏
中学校 7191-3179 大井2590 11・B-5

 ■高等学校
施設名 電話 所在地 地図座標

市立柏高校 7132-3460 船戸山高野325-1 � 4・D-2
県立東葛飾高校 7143-4271 旭町3-2-1 � 1・A-5
県立柏高校 7131-0013 布施254 � 7・E-3
県立柏の葉高校 7132-7521 柏の葉6-1 � 3・A-4
県立柏南高校 7173-2101 増尾1705 13・A-3
県立柏陵高校 7174-8551 逆井444-1 15・A-3
県立柏中央高校 7133-3141 松ケ崎884-1 10・C-1
県立沼南高校 7191-8121 岩井678-3 16・A-1
県立沼南高柳高校 7191-5281 高柳995 15・D-4
日本体育大学柏高校 7167-1301 戸張944 10・E-4
麗澤高校 7173-3700 光ケ丘2-1-1 12・C-4
芝浦工業大学柏高校 7174-3100 増尾700 13・B-2
流通経済大学付属
柏高校 7131-5611 十余二1-20 � 4・C-5

二松学舎大学附属
柏高校 7191-3179 大井2590 11・B-5

 ■大学・大学校
施設名 電話 所在地 地図座標

東京大学
柏キャンパス 7136-3200 柏の葉5-1-5 � 6・D-1

千葉大学
環境健康フィールド
科学センター

7137-8000 柏の葉6-2-1 � 3・B-3

麗澤大学 7173-3601 光ケ丘2-1-1 12・C-4
開智国際大学 7167-8655 柏1225-6 10・D-3
二松学舎大学
柏キャンパス 7191-8751 大井2590 11・B-5

気象大学校 7144-7185 旭町7-4-81 10・A-4
 ■養護学校

施設名 電話 所在地 地図座標
県立柏特別支援学校 7133-5631 十余二418-5 � 6・D-3

 ■市内官公庁
施設名 電話 所在地 地図座標

柏税務署 7146-2321 あけぼの2-1-30 � 1・D-2
柏労働基準監督署 7163-0245 柏255-31 � 1・E-1
千葉県柏土木事務所 7167-1201 柏745 10・D-3
柏県税事務所 7147-1231 あけぼの2-1-5 � 1・C-3

ハローワークプラザ
柏 7166-8609

柏4-8-1
柏東口金子ビル3
階

� 1・D-4

千葉地方法務局
柏支局 7167-3309 柏6-10-25 � 1・E-3

柏公証役場 7166-6262 東上町7-18柏商工会議所5階 � 1・E-5
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■■消防
施設名 電話 所在地 地図座標

消防局 7133-0119 松葉町7-16-7   7・B-4
西部消防署 7133-8794 松葉町7-16-7   7・B-4
富勢分署 7131-6751 布施764   7・E-4
たなか分署 7131-1424 船戸1-19-2   4・E-4
東部消防署 7164-0119 中央2-10-3   2・C-4
逆井分署 7172-5031 逆井1444-10 14・E-3
光ケ丘分署 7172-7799 東中新宿4-4-25 12・D-4
旭町消防署 7144-6750 篠籠田944-1 10・A-3
西原分署 7155-5119 十余二155-18   6・D-4
沼南消防署 7191-4500 大津ケ丘1-56-12 13・D-2
高柳分署 7191-1144 高柳826-5 15・D-2
手賀分署 7190-0119 柳戸511-10 16・B-2
■■水道・電気・ガス

施設名 電話 所在地 地図座標
柏市水道部 7166-2191 千代田1-2-32   2・D-4
東京電力
千葉カスタマーセン
ター

0120-
99-5556 ― ―

京葉ガスお客さま
コールセンター

047-361-
0211 ― ―

京和ガス（伊勢原・西
柏台・西原・みどり台
地域）

7155-1500 流山市江戸川台東1-254   6・A-2

■■警察・交番
施設名 電話 所在地 地図座標

柏警察署 7148-0110 松ケ崎722-1 10・B-1
旭町交番 7145-1239 旭町3-2-2   2・B-2
柏駅前交番 7164-5033 柏1-1-22   1・C-5
豊四季駅前交番 7143-9008 豊四季159   9・D-3

光ケ丘交番 7172-8335 光ケ丘団地1768-5 12・C-4

増尾駅前交番 7173-6231 加賀3-24-5 13・A-4
松葉町交番 7131-1511 松葉町4-1-4   7・C-3
緑ケ丘交番 7164-9066 千代田2-13 10・C-5
花野井交番 7132-6312 花野井765-139   7・B-2
南増尾交番 7173-6221 南増尾1-25-39 14・E-1
南柏駅前交番 7145-5177 南柏1-1-2 12・C-1
高田原交番 7131-6075 十余二175-44   6・D-4
北柏駅前交番 7167-9766 北柏1-17 10・D-1
新柏交番 7167-3441 新柏1-16-16 12・E-2
船戸駐在所 7132-5757 船戸2071-5   4・E-3
富勢駐在所 7132-4509 布施679-1   7・E-3
大津ケ丘交番 7192-1792 大津ケ丘2-27-1 13・C-3
高柳交番 7191-6550 高柳1482-1 15・C-3
手賀駐在所 7191-9110 手賀1418-1 16・C-1
泉駐在所 7191-1624 泉301-1 16・B-1
藤ケ谷駐在所 7191-2955 藤ケ谷544-9 16・A-4
柏の葉キャンパス交
番 7134-0295 若柴164-3中央153街区7   3・D-3

■■交通
施設名 電話 所在地 地図座標

かしわ乗合ジャンボタ
クシー（㈲染谷交通） 7164-1919 ― ―

予約型相乗りタク
シー「カシワニクル」会
員登録（交通施設課）

7167-1219 ― ―

予約センター
（沼南タクシー㈲） 7193-6600 ― ―

■■小学校
施設名 電話 所在地 地図座標

柏第一小学校 7143-0138 あけぼの1-7-6   1・C-3
柏第二小学校 7144-3141 豊四季310   9・E-4
柏第三小学校 7167-3161 若葉町4-54   2・C-5
柏第四小学校 7143-2840 松ケ崎1182-9 10・B-1
柏第五小学校 7164-1585 柏932-7 10・D-3
柏第六小学校 7145-7240 豊四季台4-2-1 10・A-3
柏第七小学校 7145-9338 篠籠田723-1 10・A-2
柏第八小学校 7164-1207 永楽台2-8-1 12・E-2
豊小学校 7174-0755 豊四季610-2 12・D-2
旭小学校 7144-6400 旭町6-5-17 10・A-4
旭東小学校 7145-4445 旭町5-3-9   2・A-4
高田小学校 7143-2644 高田376-3 10・A-1
名戸ケ谷小学校 7163-0540 名戸ケ谷474-1 13・B-1
光ケ丘小学校 7173-7130 流山市向小金4-20-1 12・C-3
酒井根小学校 7172-1108 酒井根19-2 14・D-1
酒井根東小学校 7175-0336 酒井根1-2-1 12・D-5
酒井根西小学校 7174-4192 酒井根662-1 14・C-1
中原小学校 7164-4335 中原1821-1 12・E-3
土小学校 7172-4805 増尾4-4-1 13・A-3
増尾西小学校 7174-8530 増尾台3-5-9 12・E-5
土南部小学校 7172-4709 新逆井1-10-1 14・E-2
逆井小学校 7174-8540 逆井452-2 15・A-2
藤心小学校 7173-7941 藤心880-1 15・B-1
富勢小学校 7133-2077 布施925-1   7・E-4
富勢西小学校 7132-2244 布施84-2   7・D-3
富勢東小学校 7133-3741 布施2176-2   8・A-3
田中小学校 7131-5719 大室1193-3   7・B-1
十余二小学校 7133-2555 柏の葉4-4-1   6・D-2
花野井小学校 7133-8500 花野井1652-34   7・C-1
田中北小学校 7131-4849 大青田1536-1   4・D-4
西原小学校 7152-3557 西原4-17-1   6・C-3
松葉第一小学校 7133-5602 松葉町5-3   7・B-3
松葉第二小学校 7133-7500 松葉町2-16   7・C-4
風早南部小学校 7191-0440 藤ケ谷新田111-2 15・E-1
風早北部小学校 7191-3796 大井1854-1 13・D-2
手賀西小学校 7191-1606 泉541 16・B-1
手賀東小学校 7191-9014 手賀479-7 16・D-1
高柳小学校 7191-3499 高南台3-14-12 15・C-3
大津ケ丘第一小学校 7192-1110 大津ケ丘3-50 13・C-2
大津ケ丘第二小学校 7192-1120 大津ケ丘4-8 13・C-3

高柳西小学校 047-
384-5717 しいの木台3-2 15・A-4

柏の葉小学校 7134-3987 十余二348-51中央404街区1   7・A-4

■■中学校
施設名 電話 所在地 地図座標

柏中学校 7146-1167 明原4-1-1   1・A-4
柏第二中学校 7164-5770 弥生町6-6 10・D-4
柏第三中学校 7144-5686 篠籠田987-1 10・A-2
柏第四中学校 7163-6401 名戸ケ谷1-6-8 13・A-1
柏第五中学校 7143-2645 高田919-1 10・B-1
土中学校 7172-4809 増尾1-23-1 13・A-3
南部中学校 7173-7943 南増尾6-16-1 14・D-3
逆井中学校 7175-0335 逆井555 15・B-1
中原中学校 7166-5601 中原1816-2 12・E-3
富勢中学校 7131-2309 根戸467-1   7・D-4
田中中学校 7131-5725 大室249-9   7・A-1
西原中学校 7154-3232 西原6-13-1   6・C-3
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