
１５．　主要公共施設等一覧





（平成29年12月末現在）

所　在　地 電話番号

香取市役所 佐原ロ２１２７ ５４－１１１１

小見川支所 羽根川３８ ８２－１１１１

山田支所 仁良３００－１ ７８－２１１１

栗源支所 岩部７００ ７５－２１１１

消防本部・佐原消防署 佐原ロ２１２７ ５２－０１１９

十六島出張所 津宮５８５４ ５６－１１１５

栗源分遣所 岩部３４５８ ７５－２１３１

小見川消防署 野田５３ ８３－０１１９

山田分署 仁良３１２－７ ７８－２８１４

佐原保健センター 佐原ロ２１２７ ５０－１２３５

小見川保健センター 羽根川３８

養護老人ホームひまわり苑 津宮４１０２ ５７－２９６０

ひまわり苑デイサービスセンター 津宮４１０２ ５７－２９６５

なのはな苑デイサービスセンター 大崎２１４ ５９－１２１２

シニア健康プラザ 佐原ロ２０２８－９２ ５４－７１１０

みずほふれあいセンター 谷中９３６－１ ５４－６９６３

小見川社会福祉センター（さくら館） 本郷６２ ８２－３２４２

地域活動支援センター　あけぼの園 岩ヶ崎台１２－７ ５４－４３２０

地域活動支援センター　第２あけぼの園 岩ヶ崎台１２－１２ ５４－４３２０

地域活動支援センター　おみがわ 南原地新田４５９ ８３－８００５

大倉保育所 大倉５３７４ ５７－０６４３

北佐原保育所 佐原ニ１７８０ ５６－０９１９

香取保育所 香取１９３２ ５７－３１５６

たまつくり保育所 玉造二丁目４－１ ５４－１４６９

佐原保育所 佐原イ３５２５－１ ５４－１２５９

新島保育所 加藤州１９２４－９ ５６－０１００

東大戸保育所 大戸９１１ ５２－２６１８

香西保育所 観音２１－１ ５８－１６５６

瑞穂保育所 寺内５８８ ５５－０５６５

小見川東保育所 下飯田９５４－１ ８２－３０３０

栗源保育所 岩部５０７６ ７５－２４４６

名　　　　称

■市役所・支所

■消防署

■保健センター

■福祉センター等

■福祉作業所等

１２３．主要公共施設等一覧

■公立保育所
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（平成29年12月末現在）

所　在　地 電話番号

佐原めぐみ保育園 佐原イ１９２１ ５２－４３９２

まんまる保育園 大根１１５１ ５９－３０４０

清水保育園 虫幡１２４６－４ ８２－５７０１

山倉保育園 新里９７４ ７８－２８０４

山倉第二保育園 山倉６８８－１ ７９－２２２８

府馬保育園 府馬２９３８－４ ７８－２１０４

八都保育園 小見６５ ７８－２３２０

佐原幼稚園 佐原イ１８７４ ５２－３２２４

津宮幼稚園 津宮７１２－２ ５７－０８１８

(学)佐原みどり学園　佐原みどり幼稚園 佐原ロ２１１４－１ ５２－２７７２

(学)愛心学園　白百合幼稚園 佐原イ４０２－２ ５２－４０８０

おみがわこども園 小見川１５８５－２ ８２－３５５５

明照保育園 下小堀６１１-1 ８２－２６４３

佐原小学校 佐原イ１８７０ ５２－２０４４

北佐原小学校 佐原ニ１６７６ ５６－０４０３

東大戸小学校 大戸８７７ ５４－２２５０

竟成小学校 観音４８１ ５９－３８４２

福田小学校 福田２４０ ５９－２９００

香取小学校 香取１８７５ ５７－３０８２

神南小学校 下小野１５９９ ５９－２５５９

瑞穂小学校 堀之内１７７０－９６ ５２－２０４２

新島小学校 加藤州６８５ ５６－０９０３

津宮小学校 津宮１２１５ ５７－０２３９

大倉小学校 大倉５０１ ５７－０００７

小見川中央小学校 小見川９４ ８２－２０４７

小見川東小学校 阿玉川７２８ ８２－２３９１

小見川西小学校 内野３５ ８２－７１２４

小見川南小学校 五郷内２２１８ ８２－２６９４

小見川北小学校 富田８００ ８２－２６９２

第一山倉小学校 桐谷１０２０ ７８－２８１６

山倉小学校 山倉６７２ ７９－２３０９

府馬小学校 府馬３４２９－４ ７８－２２０９

八都小学校 小見１０２５ ７８－２７２０

八都第二小学校 仁良１０３８－１ ７８－２１２０

栗源小学校 岩部５０２５ ７５－２０１９

名　　　　称
■私立保育所

■公立幼稚園

■私立幼稚園

■小学校

■私立認定こども園

■公立認定こども園
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（平成29年12月末現在）

所　在　地 電話番号

佐原中学校 佐原ロ２１２４－１ ５２－５１５７

香取中学校 津宮１４４０ ５０－５０００

佐原第五中学校 大戸９３７ ５５－２２３３

新島中学校 佐原ハ４４２８ ５６－０７０２

小見川中学校 小見川４６８５ ８２－３１４４

山田中学校 仁良３５６－１ ７８－４４１１

栗源中学校 岩部１０５１－１ ７５－２０３４

県立佐原高等学校 佐原イ２６８５ ５２－５１３１

県立佐原白楊高等学校 佐原イ８６１ ５２－５１３７

県立小見川高等学校 小見川４７３５－１ ８２－２１４６

千葉萌陽高等学校 佐原イ３３７１ ５２－２９５９

香取市学校給食センター 小見川５２１５ ８２－２６２８

佐原中央図書館 佐原イ２１１ ５５－１３４３

小見川図書館(いぶき館２階) 羽根川３８ ８０－０５１１

水郷佐原あやめパーク 扇島１８３７－２ ５６－０４１１

水郷佐原山車会館 佐原イ３３６８ ５２－４１０４

佐原町並み交流館 佐原イ１９０３－１ ５２－１０００

小見川ふれあいセンター 一ノ分目１０９３－２ ８３－２６６０

道の駅くりもと紅小町の郷 沢１３７２－１ ７０－５１５１

川の駅　水の郷さわら 佐原イ４０５１－３ ５２－１１３８

道の駅　水の郷さわら 佐原イ３９８１－２ ５０－１１８３

佐原中央公民館 佐原イ２１１ ５５－１１５１

山田公民館 長岡１３０３－２ ７８－４４３１

栗源市民センター「さつき館」 岩部７００ ７５－１１００

佐原文化会館 佐原イ２１１ ５５－１１６１

小見川市民センター「いぶき館」 羽根川３８ ８２－１１２３

伊能忠敬記念館 佐原イ１７２２－１ ５４－１１１８

佐原三菱館 佐原イ１９０３－１ ５０－１２２４（問）

香取市文化財保存館 羽根川３８ ５０－１２２４（問）

名　　　　称

■図書館

■観光施設等

■公民館・文化会館・博物館等

■給食センター

■中学校

■高等学校
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（平成29年12月末現在）

所　在　地 電話番号

市民体育館 佐原イ２１１ ５５－１２９０

小見川スポーツ・コミュニティセンター 小見川５２１８ ８３－０１０１

小見川Ｂ＆Ｇ海洋センター 小見川４８６６－７３６ ８２－１０００

山田Ｂ＆Ｇ海洋センター 仁良３６１－２ ７８－３２０４

栗源Ｂ＆Ｇ海洋センター 岩部１０４５－１ ７５－３３１１

与田浦運動広場 津宮４９９２－８５ ５５－１２９０（問）

栗源多目的芝生広場 岩部５０５１ ７５－３３１１（問）

佐原野球場 佐原イ１０７７ ５５－１２９０（問）

佐原庭球場 佐原イ７７１ ５５－１２９０（問）

山田中央運動広場 仁良３６１ ７８－３２０４（問）

山倉運動広場 大角１５４５－１ ７８－３２０４（問）

八都運動広場 小見６４ ７８－３２０４（問）

栗源運動広場 岩部１０４５ ７５－３３１１（問）

佐原公園 佐原イ７７１ ５０－１２３２（問）

佐原河川敷緑地 佐原イ粉名口地先 ５０－１２３２（問）

小野川親水公園 佐原イ１８１９他 ５０－１２３２（問）

横利根閘門ふれあい公園 佐原ニ地先 ５０－１２３２（問）

小見川城山公園 小見川４７８０－１ ５０－１２３２（問）

小見川河川敷運動公園 八日市場地先 ８３－０１０１（問）

くろべ運動公園 小見川４８６６－１０９ ８３－０１０１（問）

橘ふれあい公園 仁良１ ５０－１２３２（問）

栗山川ふれあいの里公園 岩部３２８０ ５０－１２３２（問）

平成の森 高萩１０８３－１ ５０－１２３２（問）

香取広域市町村圏事務組合 仁良３００－１ ７８－１１８１

伊地山クリーンセンター 伊地山６６５－２ ５９－２１４８

佐原清掃事務所 大崎１９００ ５８－１４００

仁良清掃工場 仁良１１３－１ ７８－２１４４

北総斎場 神崎町神崎新宿１００９－２ ７２－３１６６

おみがわ聖苑 小見川１７９７－１ ８２－３２９３

玉造浄水場 玉造７３４－１ ５４－４１４６

城山第２浄水場 小見川４８５４－１ ８３－９３９６

佐原浄化センター 佐原イ３７４６－１ ５４－３５２１

小見川浄化センター 阿玉川８４４－１ ８３－６７０９

■ごみ・し尿処理

■火葬

■体育施設等

■上水道

■下水道施設

名　　　　称

■公園等
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（平成29年12月末現在）

所　在　地 電話番号

香取警察署 北二丁目１－１ ５４－０１１０

　小見川幹部交番 小見川１６３７ ８３－０１１０

　佐原駅前交番 佐原イ７４ ５５－０３２５

　大倉駐在所 大倉５０２ ５７－１４１０

　大戸川駐在所 谷中９５５－４ ５４－４５８１

　大根駐在所 大根９５２ ５９－１００５

　香取駐在所 香取１７７０－１ ５７－１４２０

　北佐原駐在所 佐原ニ１２９９ ５６－００８４

　新島駐在所 扇島７６９－７ ５６－１０８０

　津宮駐在所 津宮５９４４－１ ５７－１０８５

　九美上駐在所 九美上１３８－１ ５９－２９２５

　岩部駐在所 岩部１５６０ ７５－２０５９

　沢駐在所 沢１８１８ ７５－２３４２

　森山駐在所 下飯田１９３２－１ ８２－２１１７

　神里駐在所 虫幡４５２ ８２－５９５５

　豊浦駐在所 富田１０１７－１０ ８２－３０３２

　府馬駐在所 府馬２９９７－７ ７８－２６２５

　八都駐在所 小見１０２５ ７８－２２０４

　山倉駐在所 大角１５４５－１ ７８－５３７１

佐原税務署 北一丁目４－１ ５４－１３３１

千葉地方法務局香取支局 佐原ロ２１２２－４０ ５２－３３９１

千葉地方裁判所佐原支部 佐原イ３３７５ ５２－３０４０

千葉家庭裁判所佐原支部 佐原イ３３７５ ５２－３０４０

佐原年金事務所 佐原ロ２１１６－１ ５４－１４４２

利根川下流河川事務所 佐原イ４１４９ ５２－６３６１

　　　佐原出張所 佐原ロ２０９７－８ ５２－３７９５

　　　小見川出張所 小見川４８８４－８ ８２－２６２９

佐原公共職業安定所 北一丁目３－２ ５５－１１３２

香取地域振興事務所 佐原イ９２－１１ ５４－１３１１

香取県税事務所 佐原イ９２－１１ ５４－１３１４

香取健康福祉センター（香取保健所） 佐原イ９２－１１ ５２－９１６１

香取土木事務所 佐原イ９２－１１ ５２－５１９１

香取農業事務所 佐原イ９２－１１ ５２－９１９１

農林総合研究センター　病害虫防除課北総分室 佐原イ９２－１１ ５４－４５８２

北総教育事務所香取分室 佐原イ９２－１１ ５４－１５２９

水郷小見川少年自然の家 小見川５２４９－１ ８２－１３４３

中央博物館大利根分館 佐原ハ４５００ ５６－０１０１

■警察

■国・県の機関

名　　　　称
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（平成29年12月末現在）

所　在　地 電話番号

佐原郵便局 北二丁目３－１ ５２－３９１２

佐原上仲町郵便局 佐原イ３３９２ ５４－２６２７

佐原関戸郵便局 佐原イ５７９ ５４－６０２３

佐原堀之内郵便局 堀之内２１５０ ５４－２６２９

佐原山之辺簡易郵便局 山之辺１４７４－６ ５８－０３００

香取郵便局 香取１２９６－１ ５７－３２９２

香西郵便局 大根１１９３ ５９－３５３０

大戸郵便局 大戸８８６ ５２－９２４９

津宮郵便局 津宮８２４ ５７－０２１５

新島郵便局 扇島２３１８－７ ５６－０８１３

小見川郵便局 本郷１１－２ ８３－１２５３

小見川東郵便局 阿玉川７３９ ８２－００５１

神里郵便局 虫幡４０８ ８２－５５１６

豊浦郵便局 一ノ分目１３１７ ８２－００５２

小見川富田郵便局 富田１００３ ８２－００５４

府馬郵便局 府馬２７３０ ７８－２６４０

八都郵便局 小見１０４４－１ ７８－２２５８

山倉郵便局 山倉１８５２ ７９－２４４０

栗源郵便局 岩部３２３３－２ ７５－２００１

県立佐原病院 佐原イ２２８５ ５４－１２３１

小見川総合病院 南原地新田４３８ ８２－３１６１

(社福)香取市社会福祉協議会 佐原ロ２１１６－１ ５４－４４１０

　小見川支所 本郷６２ ８３－７０７１

　山田支所 仁良３００－１ ７８－１０５６

　栗源支所 岩部７００ ７５－２１１８

(社)香取市シルバー人材センター 佐原ロ２１１６－１ ５４－７７１０

　小見川事務所 本郷６２ ８０－１５５１

　山田事務所 仁良３００－１ ７０－７８５５

■福祉関係団体

■郵便局

■病院

名　　　　称
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