
施 設 紹 介
  福祉マップ千代田

福祉マップご利用にあたって

車いすの
　　貸し出し

車いす

　乳幼児設備　　　　 チャイルドチェアまたはベビーシート(おむつ替え)など乳幼児設備がある

　認知症
 　　サポーター

認知症サポーターとは

認知症について正しい知識を持ち、認知症の人や家族を応援する人のことです。

認知症に関する基礎知識の習得、認知症の人やその家族への支援のあり方などに

関する「認知症サポーター養成講座」を受講した方が、認知症サポーターになること

ができます。

受講者に、認知症サポーターであることを示すオレンジリング（ブレスレット）が交付されます。

認知症サポーターのいるお店や事業所に、「認知症サポーターがいます」ステッカーを掲示しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　＊「養成講座」のお問い合わせ　佐倉市福祉部高齢者福祉課 ☎ 043-484-6138

・施設は、｢公共施設 【青】｣、｢医科・歯科・薬局 【緑】 ｣、｢介護施設・介護用品 【紫】｣、

際に安心して施設を利用できるよう、千代田地区の施設紹介とバリアフリー情報を記載しています。

　　項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　絵文字の説明

　駐車場             一般駐車場有
車いす使用者駐車場有(路面に車いす
使用者用である旨を表示してあるもの）

　入り口の段差 入り口に段差がある

　入り口ドア         自動ドア 手動ドア

　　｢スーパー・コンビニ・小売店、飲食・カフェ、理容・美容・その他 【赤】」の 4業種区分

 ごとに色分けした番号を1番から付けています。

　補助犬　　　　　　 補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を連れて入店(入室)が可能

点字誘導
　　ブロック

　トイレ　　　　　　 洋式トイレがある
車いす用トイレ
　　　または多目的トイレがある

AED／ATM　　　　　　　AEDが設置されている 　 ATMが設置されている

　この絵文字(ピクトグラム)は、千葉県の｢ちばバリアフリーマップ｣に使用されているものを基に
千代田地区社会福祉協議会が作成したものです。また認知症サポーターについては佐倉市が発行
している認知症サポーターのステッカーを縮小して用いています。

点字誘導ブロックがある

入り口は段差なしか

スロープになっている

無料で車いすの利用が可能

認知症サポーターのいるお店や事業所、「認知症サポーターがいま

す」ステッカーを掲示している
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施 設 紹 介
  福祉マップ千代田

1
千代田地区社会福祉協議会
  佐倉市老人憩の家「千代田荘」

生谷1306 ☎ 461-5641 FAX 308-6783

業種 地域福祉

営業時間 火・木・金　13:00～17：00 (祝・年始年末を除く）

活動内容:

「千代田荘」の管理運営をしています

●活動の一端を写真で紹介

公共・教育

地域の人々と協働して、住みよい福祉のまちづくりを
目指し、福祉委員（自治会・町内会・学校・地域の団
体・福祉協力者）が中心に活動している
 ７つの事業部を中心に様々な事業を進めています。

活動財源：

住民の皆様方から寄せられる佐倉市社会福祉協議
会の年会費500円のおよそ60％が、14の地区社会
福祉協議会に還元され、貴重な福祉活動の資金と
なっています。

夏休み親子お楽しみ会

みんなでランチ

一人暮らし高齢者お食事会 男の料理教室

自治会役員懇談会

地域福祉事業部 敬老会（佐倉市委託）

児童福祉事業部

ひよこの会（乳幼児対象）

毎月第2木曜日（8月除く）

高齢者福祉事業部 ボランティア事業部

研修事業部

広報事業部

「社協ちよだ」年3回発行講師を招いて

認知症サポーター養成講座など

研修・障がい児者・

ボランティア事業部 地域福祉事業部

毎年3月開催
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施 設 紹 介
  福祉マップ千代田

2 千代田小学校 吉見553 ☎ 487-3140 FAX 462-5031

業種 学校

 

 

特記事項

3 染井野小学校 染井野1-19 ☎ 463-6511 FAX 460‐1700

業種 学校

 

 

特記事項

4 臼井南中学校 染井野4-1 ☎ 488-1020 FAX 488-1030

業種 学校

 

 

特記事項

5 佐倉染井野郵便局 染井野5-30-2 ☎ 462-5050

業種 郵便局

営業時間 9：00～17：00

定休日 土・日・祝

特記事項

6 第二青葉保育園 染井野1-2１ ☎ 462-6539 FAX 462-6539

業種 保育園

営業時間 7：00～19：00　時間外あり

定休日 日・祝

特記事項

災害時避難所

災害時避難所

災害時避難所　校外への車いす貸出可能

取扱い一覧の点字本有り

定員27名　対象年齢0～５歳 学童保育あり

日本郵便
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施 設 紹 介
  福祉マップ千代田

7 吉見193-1 ☎ 309-8372 FAX 460-8373

業種 認定こども園

営業時間 月～金7：00～19：00　土7：00～17：00

定休日 日・祝・年末年始

特記事項

8
レイクサイド　インターナショナル
　チャイルドケア

生谷1515-30 ☎ 461-3112 FAX 461-3141

業種 佐倉市認可保育園

営業時間 月～金7：00～19：00　土８:30～12：00

定休日 日・祝

特記事項

9 地域子育て支援センター・ノア 吉見193-1 ☎ 309-8372 FAX 460-8373

業種 子育て支援センター

営業時間 月～金9：00～14：00

定休日 土・日・祝・年末年始

特記事項

10 生活クラブ風の村とんぼ舎さくら 生谷1612-1 ☎ 460-0077 FAX 460-0088

業種

営業時間 9：30～18：30

定休日 日・祝　年始年末・お盆

特記事項

認定こども園
　吉見光の子モンテッソーリ子どもの家

子育て支援に関する様々な相談を「子育てコンシェル
ジュ」が行っております。

親子がホッとしてのんびり過ごせる場所です。お気軽
にお越しください。

障害福祉サービス事業所
（就労継続支援事業Ａ型・生活介護）

佐倉市内で農薬を使わないで育てた野菜や、漬物、
プリン、クッキー等を取りそろえた直売所もオープンし
ている。（水～土10:00から17：30）

定員60名
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施 設 紹 介
  福祉マップ千代田

1 上野整形外科 生谷1554-13 ☎ 488-0511 FAX 488-0512

診療科目 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

診療時間 9：00～１2：00　　　15：00～18：00

休診日 木・日・祝

特記事項

2 金子メディカルクリニック 染井野3-2-1 ☎ 460-2001 FAX 460-2002 

診療科目 内科・外科・消化器科・胃腸科・肛門科

診療時間 9：00～12：00／15：00～18：00（土14：00～17：00）

休診日 水・日・祝

特記事項

3 そめいのクリニック 染井野5-29-2 ☎ 460-1555 FAX 460-1556

診療科目 内科・小児科

診療時間 8：30～11：30　　　14：00～18：00

休診日 木・祝、 火・日（午後)

特記事項

4 田村鍼灸院 生谷1515-152 ☎ 488-1909

診療科目 鍼・灸

診療時間 9：00～19：00

休診日 日・祝

特記事項

5 ともこ皮フクリニック 染井野5-30-1 ☎ 488-1225

診療科目 皮膚科

診療時間

休診日 木・日・祝・第一土

特記事項

10：00～13：00/14：00～18：00
（月・水は10：00～14：00のみ）

完全予約制

往診相談に応じます

送迎サービス  10：30　11：30　12：30　16：30
「臼井駅」、「ヤオコー」、「なごみの米屋・王子台小・
南うすい台」方面

医　科

受付時間は、診療時間の30分前までとなります

内科医1名　小児科医1名　医師2名常勤/訪問診療可
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施 設 紹 介
  福祉マップ千代田

6 ヒロ胃腸科内科医院 生谷1610-10 ☎ 308-8170 FAX 463-7703

診療科目 医院/内科・消化器科

診療時間 9：00～12：00　　　14：00～18：00

休診日 木・日・祝

特記事項

7 船越クリニック 生谷1575-2 ☎ 463-5671 FAX 463-5672

診療科目 内科・外科・血液透析

診療時間

休診日 外科・内科（木・日・祝）　透析（日）

特記事項

8 みずきが丘クリニック 染井野5-1-1 ☎ 489-1277

診療科目 内科・循環器科・外科

診療時間 9：00～12：30／15：00～18：30（土9：00～12：30）

休診日 水・日・祝

特記事項

9 ユアペットクリニック 染井野5-7-1 ☎ 463-5201

診療科目 動物病院

診療時間 9：00～13：00　　　16：00～19：00

休診日 水、 日・祝（午後)

特記事項

10 かすが歯科医院 生谷1611-6 ☎ 463-6333

業種 歯科(一般歯科・口腔外科・小児歯科）

診療時間 10：00～13：00／14：00～17：00

休診日 木・日・祝  

特記事項

事前にTELあれば駐車場まで迎え可能

自動ドア（タッチ式）

 

 

外科・内科（9：00～12：00 14：00～16：00）
透析（月水金 7：30～22：00　火木土 7：30～16：00）

 

歯　科
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  福祉マップ千代田

11 スター歯科 染井野4-7-1 ☎ 312-3301

診療科目 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

診療時間 9：30～13：30/14：30～20：00（日・祝午後は18:00まで）　

休診日 金

特記事項

12 ドルフィンデンタルクリニック 生谷1337-1 ☎ 488-2236 FAX 488-2236

診療科目 歯科

診療時間

休診日 日・祝

特記事項

13 七井戸歯科 染井野3-29-7 ☎ 489-8839 FAX 489-8839

診療科目 一般歯科・口腔外科

診療時間 9：00～14：00

休診日 木・日・祝

特記事項

14 秀島歯科医院 生谷1554-14 ☎ 487-6480 FAX 487-0418

診療科目 歯科/一般歯科・矯正歯科・小児歯科・口腔外科

診療時間 9：00～12：30　　　14：00～20：00

休診日 日・祝

特記事項

15 みずきが丘歯科医院 染井野3-40-10 ☎ 488-0020 FAX 488-0020

診療科目 一般・小児・矯正歯科・口腔外科

診療時間 9：00～12：00／14：00～19：00（水19：30 土17：30迄）

休診日 木（午後）・日・祝・臨時休診日あり

特記事項 日曜診療8:00～11：30（第3日曜日9：00～18：30）

プレイルームあり　訪問診療

月～金9：30～13：30／15：00～19：00
土　　　9：00～13：30／15：00～18：00

￭マーケットプレイス佐倉内　￭土・日・祝日診療
￭インプラント・矯正・無料相談

介助が必要な方には、できる限りご要望にお応えい
たします。
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  福祉マップ千代田

16 ウエルシア薬局　佐倉染井野店 染井野3-39-1 ☎ 460-2881

業種 ドラッグストア

営業時間 9：00～24：00

定休日 無休

特記事項

17 カワチ薬品 そめい野店 染井野4-8-1 ☎ 488-3340

業種 ドラッグストア

営業時間 10：00～20：00

定休日 無休

特記事項

18 日本調剤　そめい野薬局 染井野5-29-3 ☎ 460-1581

業種 薬調剤

営業時間 8：30～18：00   日 8:30～12:30

定休日 木・祝

特記事項

19 はつほ薬局 生谷1611-17 ☎ 461-3263 FAX 461-3072

業種 薬局・居宅介護支援事業所

営業時間 8：30～18：00

休診日 木・日・祝

特記事項

20 染井野4-7-1 ☎ 464-8155

業種 ドラッグストア

営業時間 10：00～22：00

定休日 年１回　1月1日のみ

特記事項

訪問薬剤管理指導、無菌調薬室完備、処方箋、煎じ
薬対応

 

 

薬　局

 

マツモトキヨシ 　ザ・マーケットプレイス佐倉店

 

京葉
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1 葵の園・佐倉 生谷73-5 ☎ 460-5101

業種 介護老人保健施設

営業時間  

定休日    

特記事項

2 シャロームきこえ　壱番館 染井野4-5-4 ☎ 460-5630

業種 介護付有料老人ホーム

営業時間 24時間

定休日 無休

特記事項

3 シャロームきこえ　弐番館 飯重1145-3 ☎ 460-5635

業種 介護付有料老人ホーム

営業時間 24時間

定休日 無休

特記事項

4 デイサービスきこえ染井野 染井野4-5-4 ☎ 460-5630

業種 デイサービス

営業時間 9：15～16：30

定休日 日・12/30～１/3

特記事項

5 染井野4-5-4 ☎ 460-5630

業種 認知症対応型デイサービス

営業時間 9：15～16：30

定休日 日・12/30～１/3

特記事項

介護施設・用品

 

定員（入所100床　通所30名）/療養室（個室10、2人
室11、4人室17）/医師.看護師.理学療法士.作業療法
士.常勤

エレベーター車いす対応

16室(個室12　2人室4）

 

デイサービスきこえ染井野 　（認知症対応型）
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  福祉マップ千代田

6 ショートステイきこえ染井野 染井野4-5-4 ☎ 460-5630

業種 ショートステイ

営業時間 24時間

定休日 12/30～１/3

特記事項

7 グループホーム　シャロームきこえ 染井野4-5-4 ☎ 460-5633

業種 グループホーム

営業時間 24時間

定休日 無休

特記事項

8 特別養護老人ホーム　さくらの丘 飯重622 ☎ 481-3020 FAX 481-3021

業種 特別養護老人ホーム

営業時間 24時間

定休日 無休

特記事項

9 デイサービスセンター　さくらの丘 飯重622 ☎ 481-3020 FAX 481-3021

業種 デイサービス

営業時間 9：30～16：00

定休日 日・12/30～１/3

特記事項

10 ショートステイサービス　さくらの丘 飯重622 ☎ 481-3020 FAX 481-3021

業種 ショートステイ

営業時間 　

定休日 無休

特記事項 ユニット型全個室10床

 

 

ユニット型全個室100床

定員30名　個別機能訓練あり

－　14　－



施 設 紹 介 　　
  福祉マップ千代田

11 ケアハウス　ちとせ 生谷75-10 ☎ 464-1577 FAX 460-5776

業種 軽費老人ホーム

営業時間 8:30～17：30

定休日  

特記事項

12 デイサービスセンター　ちとせ 生谷75-10 ☎ 460-5775

業種 デイサービス

営業時間 9：00～16：15

定休日 日・12/31～１/2

特記事項

13 染井野ヒルズひまわりの里 生谷1575-5 ☎ 488-1411

業種 介護付有料老人ホーム

営業時間  

定休日 無休

特記事項

14 ひまわりの里 生谷1613-9 ☎ 488-3701

業種 小規模多機能ホーム

営業時間  

定休日 無休

特記事項

15 リハビリデイ　ひまわりの里 生谷1613-9 ☎ 488-3741 FAX 488-3742

業種 デイサービス

営業時間 8：30～17：30

定休日 土

特記事項  

居宅介護支援/訪問介護/福祉用器・用品のレンタ
ル販売

 

送迎/入浴/個別機能訓練/パワーリハビリ/ハッピー
ランチ週間

全館バリアフリー鉄筋コンクリート4階建/定員60名/
散髪/ハッピーランチ週間/ハリマッサージ/毎月誕生
者紹介・介護予防体操・買い物ツアー・外出外食行
事・ボランティア、職員による館内行事
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施 設 紹 介 　　
  福祉マップ千代田

16 パラメディカル 染井野6-16-7 ☎ 460-7221 FAX 460-3522

業種 介護用品・福祉機器医療機器・住宅改修

営業時間 9：00～18：00

定休日 日・祝

特記事項

1 ケーヨーデイツー そめい野店 染井野4-8-2 ☎ 463-5211 FAX 463-5214

業種 小売業

営業時間 9：30～19：30

定休日 無休

特記事項

2 染井野4-7-6 ☎ 460-2301

業種 店舗

営業時間 10：00～19：00

定休日 年５回不定期

特記事項

3 セブンイレブン　佐倉生谷店 生谷485-8 ☎ 461-4325

業種 コンビニエンスストア

営業時間 24H

定休日 無休

特記事項

4 染井野3-40-7 ☎ 462-8771

業種 コンビニエンスストア

営業時間 24H

定休日 無休

特記事項

セブンイレブン　佐倉染井野3丁目店

コピー機あり/切手/クロネコヤマト取扱い/商品・お弁
当の配達/公共料金の払込/粗大ごみ処理券販売

コピー機あり/切手/郵便ポスト/クロネコヤマト取扱い

ファッションセンターしまむら　染井野店

 

 

介護保険対応

     スーパー・コンビニ・小売店　
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5 染井野4-7-1 ☎ 464-7120 FAX 464-7120

業種 バラエティ雑貨販売

営業時間 10：00～21：00

定休日 無休

特記事項

6 花の西洋館 染井野6-16-6 ☎ 462-8783

業種 生花販売・フラワー教室

営業時間 9：00～18：00

定休日 木

特記事項

7 ポニークリーニング 染井野4-7-1 ☎ 463-3861

業種 衣料クリーニング取次店

営業時間 10：00～21：00

定休日 ヤオコーに準ずる

特記事項

8 ミニストップ＆コスモ　佐倉生谷店 生谷789-1 ☎ 488-3081

業種 コンビニエンスストア・ガソリンスタンド

営業時間 24H

定休日 無休

特記事項

9 ヤオコー 佐倉染井野店 染井野4-7-1 ☎ 460-3411

業種 スーパーマーケット

営業時間 9：30～22：00

定休日 年２回

特記事項 コピー機あり

コピー機あり/切手/郵便ポスト/ユーパック取扱い

　

 

ザ・ダイソー 　ザ・マーケットプレイス佐倉

 

千葉銀

－　17　－



施 設 紹 介 　　
  福祉マップ千代田

10 AL CARINA（ｱﾙｶﾘｰﾅ） 染井野4-7-1 ☎ 463-5313

業種 ジェラード・カフェテリア

営業時間 11：00～19：00

定休日  

特記事項

11 大戸屋　佐倉染井野店 染井野4-8-4 ☎ 463-6010 FAX 463-6010

業種 飲食業

営業時間 11：00～22：00

定休日 無休

特記事項

12 カフェ　オル 吉見184-13 ☎ 371-2155

業種 カフェ

営業時間 10：30～17：30ランチ15：00まで／オーダーストップ17：00

定休日 月・火

特記事項

13 カフェ＆ギャラリー　K(ｹｲ） 染井野5-7-1 ☎ 070-5013-5353

業種 ・カフェ　・野菜/惣菜/ベーグル販売

営業時間 月・火・水　10：00～14：00

定休日  

特記事項

14 パスタ＆ダイニング沙久良染井野店　　 生谷1507-1 ☎ 308-6367

業種 飲食業

営業時間 11:00～15：30　17：30～22：30（日曜22：00）

定休日 月・第２火

特記事項

・身体介護できます(ヘルパー2級）安心してご利用く
ださい/　障がい児者施設の作品・食品・花苗などの
販売/　農家直売、米、野菜などの販売
・月ごとにギャラリー展示企画

コース料理（2名様）パーティーメニュー(3名様）より予
約制。席のみの予約は大人5名様から。

 

スロープあり。　店舗前の遊具は当店ご利用以外の
お子様もご自由に遊んでください。

お問い合わせ頂ければ、アレルギー対応ジェラード
作成可能(卵不使用のバニラや乳不使用のチョコ
シャーベットなど）

飲食・カフェ
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15 レストラン　サダフ 吉見602-32 ☎ 497-5101 FAX 497-5102

業種 飲食業

営業時間 ランチ11：30～15：00　ディナー17：30～23：00

定休日 月

特記事項

16 菓子工房シェルシェ 染井野3-40-18 ☎ 462-6211

業種 洋菓子製造・販売

営業時間 9：30～19：00

定休日 水

特記事項

17 タンメンしょうや 生谷1217-6 ☎ 462-0251 FAX 332-8656

業種 ラーメン店

営業時間

定休日 なし(年末年始は休みあり）

特記事項

18 ジョリーパスタ　王子台店 生谷1559-38 ☎ 460-0061

業種 飲食業

営業時間 11：00～24：00

定休日 無休

特記事項

19 手打ちうどん・手打ちそば静和屋 生谷1515-162 ☎ 487-3585

業種 そば・うどん店

営業時間 11：15～19：45

定休日 水

特記事項 ご来店10回で300円引きのポイントカード発行

 

10:00～15:00　 土日祝10:00～21:00

味の濃さ、麺の量、硬さ、油抜きなど何でもできます。

 

イラン、エスニックレストランです。本格的インドカレー
と自家製ナーンも用意してあります。異国情緒たっぷ
りの店内でゆっくりおくつろぎください。

--
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20 すしめん処大京　そめい野店 生谷1559-40 ☎ 460-0661 FAX 460-0663

業種 飲食業

営業時間 11:00～23：00（22：30ラストオーダー）

定休日 無休

特記事項

21 たか子さんの台所 飯重896 ☎ 461-4894

業種 飲食業(創作家庭料理）

営業時間 11：30～14：30

定休日 土・日・月・祝

特記事項

22 喫茶ﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ 染井野5-12-2 ☎ 461-0505

業種 喫茶・カフェ

営業時間 13：00～18：00

定休日 日・月

特記事項

23 セツ美容室 生谷1515-172 ☎ 487-5192

業種 美容室

営業時間 8：00～17：00

定休日 火

特記事項

24 pas・a・pas（パザパ） 染井野3-40-12 ☎ 0120-838-150

業種 美容室

営業時間 9：00～18：00

定休日 火曜日・隔週月曜日

特記事項

　美容・理容　その他

・外のガーデン席は段差なし、ペット/補助犬可
・店舗の貸切、団体利用可

地元野菜中心の野菜の多い食膳です（体にやさしい
食事をモットー）

完全予約制

車いすのままカットします。

宅配事業は廃止。お持ち帰り受付（税別5,000円以
上、前日予約で1,500円OFF!)
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25 フェアリー　ローズ 染井野5-7-1 ☎ 489-1818

業種 エステサロン

営業時間 11：00～20：00　(日曜日は18時まで）

定休日 火・祝

特記事項

26 フラワーズ 染井野4-7-1 ☎ 463-3048

業種 美容室

営業時間 9：00～19：00

定休日 無休

特記事項

27 ヘア―サロン　ウエダ 吉見544-8 ☎ 487-4070

業種 理容

営業時間 8：00～19：00

定休日 月・第２第３の火

特記事項

28 カット　オフ　ウェリーズ 染井野5-29-4 ☎ 080-0800-1038

業種 理容室

営業時間 9：00～19：00　(土日祝8：30～18：30）

定休日 月・第２第３の火

特記事項

29 佐倉サンゴルフセンター 生谷1529 ☎ 487-0303

業種 レジャー施設

営業時間 6:00～22：00

定休日 無休

特記事項 　

 

予約訪問できます。

完全バリアフリーです。安心してお越しください。

子育て中のお母さんリラックスしに来てください。病気
にならない体つくりのお手伝いします。
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30 ワールドゴルフクラブ 生谷935 ☎ 462-3456

業種 ゴルフ練習場

営業時間 平日8:00～23：00　土日祝6：00～23：00

定休日 無休

特記事項 　
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