
 

 

 

 

 

 

 

 

第 2章 成田市の保健福祉 
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Ⅰ  社会福祉施設等一覧 (令和 4年 4月 1日現在) 

 

 

 

 

 

 

 

  

大室保育園 

長沼保育園 

まんざきの家玲光苑 

高岡保育園 

●遠山児童ホーム 

下総地域福祉センター 
こすもす苑デイサービスセンター 
成田市東部地域包括支援センター 

 

名木の里 

ネクスト名木小・げんき名木小 

拡大図① 

赤荻保育園 

拡大図② 

地域生活センター 
サザンカの里 
さざんか荘 
あじさい荘 
ひだまり 
 

生活館 

ケアハウス サンエンゼルコート 
デイサービスセンターエンゼルハート 

高ホーム 

しもふさ学園 
小野ホーム 
中里ホーム 
フレンドリーホーム 
まなむすめホーム 
メゾン ドゥ コルザ しもふさ工房 

まなむすめホーム 
 

小御門保育園 

透光苑 
なのはな荘 

ゆかり成田下総デイガーデン萩壱番館 
ゆかり成田下総デイガーデン萩弐番館 
ゆかり成田下総ハートフルプラン萩 

 

青新ホーム 
倉水ホーム 

あいのて第二教室 

アーアンドデイだいえい 

成田苑 
デイサービスセンター成田苑 

下総児童ホーム● 

豊住児童ホーム 

月かげ保育園 

デイサービスさくら 

森の保育所 

松崎保育園 

成田市大栄支所 

まきの里 

大栄保育園 

成田市東部地域包括支援センター（大栄支所） 
 

ミモザ苑 

 大栄リハステーション 

AIAI NURSERY 久住 

八生児童ホーム 

うぐいすホーム 

成田市シルバー 
人材センター 

大栄児童ホーム（第一・第二） 

エスポワールなりた 

宝田ホーム/すずらん 
 

園芸デイサービスくめ 

いきいきの家成田 

生活クラブ風の村 

太陽 

拡大図③ 

成田市下総支所 

ワイズリハ下総 

 

新日本フィナンシャル 

社会福祉施設等位置図 

カレッサ 
カレッサ成田北須賀 

わくわく保育園久住園 

久住児童ホーム（第一・第二） 

長寿園 
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ウェルネスパーク台方 

平成児童ホーム 
（第一・第二） 

サクラビア成田 

 

 

トータルリハセンター成田 

 

めぶき保育園なりた 

JA成田市ケアセンター美郷 

あっとリハビリ 
デイサービス 

ビーアンビシャス 

デイ・ハウスあゆみ 

公津児童ホーム 

成田リハステーション 

 

 

成田市西部北地域
包括支援センター 

かたつむり 
リハ楽 公津の杜 

成田市西部西地域
包括支援センター 
 

成田国際こども園 
 

成田市西部南地域包括支援センター 
新町デイサービスセンター玲光苑 

 

わくわく保育園 
成田園 

ウィズ・ユー成田 

ほがらかリビング 

幸町ルーム 

 

ケアパートナー成田 

田町ホーム 

 

 

宗吾保育園 
 

杜の家なりた 

成田保育園 

 

 

新山児童ホーム 
(第一・第二) 

国際医療福祉大学 

ケアセンターとこしえ美郷台 
ウィズ・ワン成田 

さわやかリビング成田 

 

 

キートスチャイルドケア美郷台 

ハレルヤこども園 

加良部児童ホーム 
（第一・第二） 

子ども館（なかよしひろば・
ふれあいひろば） 

 

あずみ苑 並木町 

ゆかり成田 

向台児童ホーム 
（第一・第二） 

成田市保健福祉館 

 
キッズルームひまわり 
ひまわり保育園 

介護あおぞら 

しんまちホーム 

こひつじくらぶ 

ことり保育園 
公津の杜園 

公津の杜 
なかよしひろば 
（もりんぴあこうづ内） 

クローバー成田 

ゆったり文化村成田 
デイサービスセンター 

スポーツデイサービスぴっぽ 

ニチイケアセンター 
公津の杜 

公津の杜児童ホーム 
(第一・第二・第三) 

つのぶえ保育園 

 

 

成田市役所 

(福祉事務所) 

あっとほーむ田町 

 

 

ういずユーホープリビング成田 

リハプライド成田 

成田病院 / 玲光苑 / 百寿園 
デイサービスセンター玲光苑 
成田市西部北地域包括支援センター（押畑支所） 
二葉看護学院 / 藤リハビリテーション学院 
成田ナーシング保育室 / なかよし保育園 

デイサービス喜美笑なりた 

おむすびるーむ 

かなでの杜美郷台 

ういずユー支え愛成田 

グループホーム 成田の憩 

＜拡大図②＞ 

美郷台児童ホーム 

かなでの杜 飯田町 

セントケア公津の杜 

きらら公津の杜 

さわやかリビング 1番館 

さっちゃんの家 

癒しのデイサービス成田 

ことり保育園 
スカイタウン園 

ベストライフ成田 

ケアビレッジごうぶ 

いんば学舎・花かご 
第 2たんぽぽ 

めだか病児保育室 

公津の杜保育園 
 

中台保育園 

成田国際福祉 
専門学校 

きたはら 

成田のぞみの園 

ケアスタッフ成田 

ハッピーハート成田 

＜拡大図①＞ 

モルセラ 

成田の未来 

SOMPOケア成田 
SOMPOケアラヴィーレ成田 

ぱすてる 

暮らしサポート成田 

玉造幼稚園 

中台第二保育園 

るりから 
 

ハレルヤ保育園 
 

わたぼうし 

新山保育園 

フランスベッド 

橋賀台保育園 

赤坂ふれあいセンター 
（ボンベルタ成田店内） 

赤坂保育園 

オリーブ 

わくわく保育園 並木園 

デイサービスぬくもりの里 
はな・たんぽぽ 

癒しのケアプランセンター公津の杜 
癒しのヘルパーステーション公津の杜 

ウエルストン薬局 

ケアサポート成田 

いんば学舎・花かご 
クローバー・オリーブ 
 

あゆみ 

キートスベビーケア美郷台 

生活工房 

中台児童ホーム 

CAREGIVER STAFF 

ライフケアタカサ 

橋賀台児童ホーム 

佐藤さくら 

健康ぷらす成田 

吾妻保育園 
吾妻児童ホーム 
(第一・第二・第三） 

ニチイケアセンター成田 
神宮寺児童ホーム 

就職するなら 
明朗アカデミー 

成田市社会福祉協議会 

あじさい工房 

こども発達支援センター 

アンダンテ成田 

リハ楽 美郷台 

なりたソーシャルクラブ 

ホームヘルパー喜美笑 
ケアプラン喜美笑 

ニチイケアセンター成田美郷台 

家庭的保育園にこ 

キートスベビーケア公津の杜 
キートスチャイルドケア公津の杜 

 

はくと幼稚園 

成田児童ホーム 
（第一・第二） 

かなでの杜 

 

 

玉造児童ホーム 
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かしの木園 

蓬莱の杜 

みやしもホーム 

楽天堂 

三里塚児童ホーム 
（第一・第二） 

不二学園 

おもちゃ箱 

本城児童ホーム 
（第一・第二） 

三里塚第一保育園 

＜拡大図③＞ 

介護相談室 

ヤックスヘルパーステーション三里塚 
ヤックスデイサービス三里塚 
ヤックスケアプラン三里塚 

三里塚みらい保育園 

ホームしらゆり 

ソフトケア 

セントアンナナーシングホーム 

三里塚第二保育園 

三里塚なかよしひろば 
（三里塚コミュニティセンター内） 

ホームしらゆり（マリアンホーム） 
成田市地域生活支援センター 
成田市南部地域包括支援センター 

あい愛ケアプラン 
あい愛ホームヘルプ 

AIAI NURSERY 
本三里塚 

AIAI NURSERY 
西三里塚 
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社会福祉施設等一覧表 

(令和 4年 4月 1日現在) 

No 施設名 所在 電話 設置主体 

保育所（27） 

1 成田保育園 寺台 560 22-0856 (福)保目福祉会 

2 つのぶえ保育園 上町 711-4 22-0867 (福)共励福祉会 

3 大室保育園 大室 766-2 36-0749 (福)豊栄会 

4 三里塚第一保育園 三里塚 191 35-0165 (福)三成会 

5 月かげ保育園 西大須賀 1872-4 96-0531 (福)月かげ福祉会 

6 宗吾保育園 宗吾 2-276 26-2472 (福)宗吾福祉会 

7 三里塚第二保育園 三里塚 263-15 35-0081 (福)三成会 

8 公津の杜保育園 公津の杜 2-24-1 29-6551 (福)宗吾福祉会 

9 AIAI NURSERY 本三里塚 本三里塚 4-18 37-5822 (株)AIAI child care 

10 キートスチャイルドケア美郷台 郷部 1414-2 33-7024 (株)ハイフライヤーズ 

11 三里塚みらい保育園 西三里塚 248-9 36-5328 (福)三成会 

12 AIAI NURSERY 西三里塚 西三里塚 251-29 85-7944 (株)AIAI child care 

13 AIAI NURSERY 久住 久住中央 3-1-1 94-3105 (株)AIAI child care 

14 キートスチャイルドケア公津の杜 公津の杜 1-26-4 2 階 37-8902 (株)ハイフライヤーズ 

15 長沼保育園 長沼 495-3 37-0005 成田市 

16 中台第二保育園 中台 1-5 29-6676 成田市 

17 松崎保育園 松崎 2163-1 26-8282 成田市 

18 橋賀台保育園 橋賀台 2-23-1 28-0676 成田市 

19 赤荻保育園 赤荻 1042 24-0752 成田市 

20 中台保育園 中台 3-5 27-9023 成田市 

21 吾妻保育園 吾妻 2-7 27-5773 成田市 

22 新山保育園 加良部 4-24 28-2527 成田市 

23 玉造保育園 玉造 3-3 26-8889 成田市 

24 小御門保育園 名古屋 1144-1 96-2362 成田市 

25 高岡保育園 大和田 156 96-0042 成田市 

26 大栄保育園 一坪田 406-1 73-3000 成田市 

27 赤坂保育園 赤坂 2-1-1 20-6900 成田市 

小規模保育事業所（11） 

1 ハレルヤ保育園 大袋 356-1 29-6200 (福)福音の光 

2 こひつじくらぶ 並木町 175-34 22-9339 こひつじくらぶ（同） 

3 ひまわり保育園 囲護台 3-6-10 22-3693 (株)ひまわり 

4 ことり保育園 スカイタウン園 
花崎町 828-1 
スカイタウン成田 203 

37-7943 (株)give&give 

5 わくわく保育園 成田園 不動ヶ岡 2118-5 37-7775 (株)ＰＯＰ 
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No 施設名 所在 電話 設置主体 

6 キッズルームひまわり 囲護台 3-6-4 22-3692 (株)ひまわり 

7 わくわく保育園 並木町園 並木町 145-124 37-7065 (株)ＰＯＰ 

8 ことり保育園 公津の杜園 公津の杜 3-33-10 37-3100 (株)give&give 

9 わくわく保育園 久住園 久住中央 4-21-10 29-5090 (株)ＰＯＰ 

10 キートスベビーケア公津の杜 公津の杜 1-26-4 3 階 37-8904 (株)ハイフライヤーズ 

11 キートスベビーケア美郷台 郷部 1362 37-6811 (株)ハイフライヤーズ 

事業所内保育事業所（1） 

1 なかよし保育園 押畑 896-4 33-6711 (福)豊立会 

家庭的保育事業所（3） 

1 なりたおうちほいく わたぼうし 加良部 4-9-1 26-7725 個人 

2 森の保育所 吉倉 567-8 33-4236 (株)フィールフォレスト 

3 家庭的保育園にこ 松崎 2018 26-6922 個人 

認定こども園（5） 

1 成田国際こども園 大袋 379 85-6593 (福)共育福祉会 

2 ハレルヤこども園 並木町 141-3 85-4170 (福)福音の光 

3 めぶき保育園なりた 美郷台 3-9-1 85-7971 (福)芽ぶき 

4 玉造幼稚園 玉造 5-1031-3 28-3131 (学)浅野学園 

5 はくと幼稚園 吾妻 3-51 26-2331 (学)杉田学園 

児童ホーム（21） 

1 中台児童ホーム 中台 1-4 27-1907 成田市 

2 三里塚児童ホーム（第一・第二） 本三里塚 153-1 35-0857 成田市 

3 玉造児童ホーム 玉造 3-4 29-3550 成田市 

4 平成児童ホーム（第一・第二） 江弁須 617-2 27-1212 成田市 

5 新山児童ホーム（第一・第二） 加良部 4-23 26-7500 成田市 

6 成田児童ホーム（第一・第二） 幸町 948-1 24-2207 成田市 

7 本城児童ホーム（第一・第二） 本城 178-1 35-3399 成田市 

8 加良部児童ホーム（第一・第二） 加良部 6-8 28-7233 成田市 

9 橋賀台児童ホーム 橋賀台 3-4 27-3303 成田市 

10 吾妻児童ホーム（第一・第二・第三） 吾妻 2-6 26-2400 成田市 

11 公津の杜児童ホーム（第一・第二・第三） 公津の杜 3-2 27-3900 成田市 

12 美郷台児童ホーム 美郷台 2-19-1 23-4888 成田市 

13 久住児童ホーム（第一・第二） 久住中央 3-12-1 36-2282 成田市 

14 豊住児童ホーム 北羽鳥 1985-2 37-2610 成田市 

15 神宮寺児童ホーム 玉造 5-28 26-5115 成田市 

16 向台児童ホーム（第一・第二） 中台 3-6 27-6651 成田市 

17 遠山児童ホーム 小菅 1411 35-5353 成田市 

18 下総児童ホーム 名古屋 1214 96-2823 成田市 
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No 施設名 所在 電話 設置主体 

19 八生児童ホーム 松崎 1468 27-8533 成田市 

20 公津児童ホーム 台方 851 26-7799 成田市 

21 大栄児童ホーム（第一・第二） 伊能 125 73-7233 成田市 

病児・病後児保育施設（2） 

1 病児保育室 成田ナーシング保育室  押畑 896 22-3131 (福)豊立会 

2 めだか病児保育室 中台 6-2-1 27-3454 (医)中島医院 

子育て支援施設（3） 

1 子ども館（なかよしひろば・ふれあいひろば） 加良部 3-3-1 20-6300 成田市 

2 三里塚なかよしひろば 
三里塚 2 

（三里塚ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ内） 
37-3922 成田市 

3 公津の杜なかよしひろば 
公津の杜 4-8 

（もりんぴあこうづ内） 
27-7300 成田市 

生活と仕事の総合相談窓口（1） 

 1 暮らしサポート成田 
花崎町 736-62  

成田市商工会館 1階 
20-3399 成田市 

児童養護施設（1） 

1 成田学園 玉造 1-1 27-5451 (福)成田山福祉財団 

障害児入所支援（1） 

1 不二学園 新駒井野 1-3 35-2536 (福)大成会 

児童発達支援・放課後等デイサービス（12） 

1 成田市こども発達支援センター 赤坂 1-3-1 26-9918 成田市 

2 いんば学舎・花かご 第 2たんぽぽ 松崎 2871-2 29-5298 (福)印旛福祉会 

3 本城ルーム 本城 142-4 37-3778 (福)大成会 

4 幸町ルーム 幸町 403 37-4119 (福)大成会 

5 すずらん 宝田 362-1 37-3715 (福)大成会 

6 おもちゃ箱なりた 三里塚 245-2 40-5115 Fits 横濱(株) 

6 ぱすてる 吾妻 1-16-4 37-3971 (NPO)桃李会 

 7 おむすびるーむ 飯田町 195-1 37-8889 (NPO)おむすびるーむ 

 8 子どもデイサービスセンター杜の家なりた 下方 686-1 20-7575 (福)福祉楽団 

9 アンダンテ成田 不動ヶ岡 2158-4 85-6003 (株)成美学園 

10 あいのて第二教室 稲荷山 401-9 0120-508-408 (一社)あいのて 

11 げんき名木小 名木 1050 85-5131 (福)菜の花会 

12 ウィズ・ユー成田 
公津の杜 3-33-10 

フェンネル A2 
76-9416 (同）Ｋ＆Ｍ 
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施設入所支援・生活介護（1） 

1 しもふさ学園 名木 511-15 96-1527 (福)菜の花会 

生活介護（7） 

1 かしの木園 大清水 206-1 49-7600 (福)大成会 

2 しもふさ工房 中里 248 96-1527 (福)菜の花会 

3 アーアンドディだいえい 津富浦 573-1 73-6878 (福)菜の花会 

4 ネクスト名木小 名木 1050 85-5131 (福)菜の花会 

5 生活工房 米野 207-1 28-1818 (NPO)グループ彩 

6 いんば学舎・花かご クローバー 宗吾 3-464-7 28-8710 (福)印旛福祉会 

7 デイサービスセンター杜の家なりた 下方 686-1 20-7575 (福)福祉楽団 

自立訓練（生活訓練）（1） 

1 ひだまり 南敷 461-5 73-4695 (医)透光会 

共同生活援助（グループホーム）（21） 

1 みやしもホーム 本三里塚 202-31 49-7890 (福)大成会 

2 宝田ホーム 宝田 362-1 23-7112 (福)大成会 

3 しんまちホーム 新町 1063-5 24-4600 (福)大成会 

4 田町ホーム 田町 73-7 36-4141 (福)大成会 

5 あっとほーむ田町 田町 281 37-7850 (福)大成会 

6 さわやかリビング１番館 美郷台 3-12-6 23-3838 (株)あすなろ 

7 菜の花ホームズ（小野ホーム） 小野 743 96-1527 (福)菜の花会 

8 菜の花ホームズ（倉水ホーム） 倉水 325-25，26 96-1527 (福)菜の花会 

9 菜の花ホームズ（青新ホーム） 倉水 443-5 96-1527 (福)菜の花会 

10 菜の花ホームズ（高ホーム） 高 304-1 96-1527 (福)菜の花会 

11 菜の花ホームズ（中里ホーム） 中里 229-1 96-1527 (福)菜の花会 

12 菜の花ホームズ（フレンドリーホーム） 猿山 734-4 96-1527 (福)菜の花会 

13 菜の花ホームズ（うぐいすホーム） 猿山 823-2 96-1527 (福)菜の花会 

14 まなむすめホーム 中里 230-2 96-1527 (福)菜の花会 

15 メゾン ドゥ コルザ 中里 230-2 96-1527 (福)菜の花会 

16 ホーム・しらゆり 本三里塚 223-16 35-7771 (医)聖母会 

17 ホーム・しらゆり(マリアンホーム) 本三里塚 226-1 35-7771 (医)聖母会 

18 さざんか荘 南敷 460-1 49-3480 (医)透光会 

19 あじさい荘 南敷 460-1 73-2922 (医)透光会 

20 サザンカの里 南敷 461-5 73-4695 (医)透光会 

21 なのはな荘 桜田 1059-3 49-3075 (医)透光会 
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知的障害者生活ホーム（1） 

1 生活館 和田 100 23-5866 (NPO)グループ彩 

就労移行支援（1） 

1 就職するなら明朗アカデミー 不動ケ岡 2152-2 24-0202 (福)光明会 

就労継続支援施設（Ａ型）（1） 

1 ビーアンビシャス 並木町 219-21 24-2131 (福)まごころ 

就労継続支援施設（Ｂ型）（7） 

1 成田のぞみの園 江弁須 96-3 26-1131 (福)大成会 

2 アーアンドディだいえい 津富浦 573-1 73-6878 (福)菜の花会 

3 ビーアンビシャス 並木町 219-21 24-2131 (福)まごころ 

4 ひだまり 南敷 461-5 73-4695 (医)透光会 

5 かしの木園 大清水 206-1 49-7600 (福)大成会 

6 いんば学舎・花かご オリーブ 宗吾 3-464-7 28-8710 (福)印旛福祉会  

7 杜の家なりた 下方 686-1 20-7575 (福)福祉楽団 

障害者デイサービスセンター（1） 

1 新町デイサービスセンター玲光苑 新町 1037-63 23-7158 (福)豊立会 

日中一時支援（15） 

1 不二学園 新駒井野 1-3 

 

35-2536 (福)大成会 

2 かしの木園 大清水 206-1 49-7600 (福)大成会 

3 幸町ルーム 幸町 403 37-4119 (福)大成会 

4 しもふさ工房 中里 248 96-1527 (福)菜の花会 

5 アーアンドディだいえい 津富浦 573-1 73-6878 (福)菜の花会 

6 ネクスト名木小 名木 1050 85-5131 (福)菜の花会 

7 ビーアンビシャス 並木町 219-21 24-2131 (福)まごころ 

8 生活工房 米野 207-1 28-1818 (NPO)グループ彩 

9 いんば学舎・花かご 宗吾 3-464-7 28-8710 (福)印旛福祉会 

10 ひだまり 南敷 461-5 73-4695 (医)透光会 

11 成田のぞみの園 江弁須 96-3 26-1131 (福)大成会 

12 成田市あじさい工房 

あ じ さ い

あ じ さ い 工 房 

赤坂 1-3-1 27-8211 成田市 

13 成田・地域でともに歩む会かたつむり 公津の杜 2-1-5 29-4905 
(NPO）成田・地域でとも
に歩む会かたつむり 

14 ぱすてる 吾妻 1-16-4 37-3971 (NPO)桃李会 

15 おもちゃ箱 三里塚 245-2 40-5115 (株)Fits 横濱 

地域活動支援センター（2） 

1 成田地域生活支援センター 本三里塚 226-13 35-7771 (医)聖母会 

2 地域生活支援センター サザンカの里 南敷 461-5 73-4695 (医)透光会 

軽費老人ホーム／ケアハウス（1） 

1 ケアハウス サンエンゼルコート 十余三 59-515 36-2811 (福)慈生会 
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地域福祉センター（1） 

1 成田市下総地域福祉センター 猿山 1600 96-0523 成田市 

地域包括支援センター（7） 

1 成田市西部北地域包括支援センター 橋賀台 1-16-3 29-5005 (福)豊立会 

2 成田市西部北地域包括支援センター押畑支所 押畑 896-4 20-3655 (福)豊立会 

3 成田市西部南地域包括支援センター 新町 1037-63 23-7151 (福)豊立会 

4 成田市南部地域包括支援センター  本三里塚 226-1 35-6081 (医)聖母会 

5 成田市東部地域包括支援センター  猿山 1600 80-7007 ㈱ヤックスケアサービス 

6 成田市東部地域包括支援センター大栄支所 松子 413番地 1 94-5664 ㈱ヤックスケアサービス 

7 成田市西部西地域包括支援センター 公津の杜 6-5-16 36-4981 (福)六親会 

シルバー人材センター（1） 

1 成田市シルバー人材センター 久住中央 1-12-3 36-6161 (公社)成田市シルバー人材センター 

養成施設（3） 

1 二葉看護学院 押畑 872-2 23-0857 (医)鳳生会 

2 専門学校藤リハビリテーション学院 押畑 908-1 23-3675 (医)鳳生会 

3 成田国際福祉専門学校 郷部 583-1 26-1511 (学)秋葉学園 

教育機関（1） 

1 国際医療福祉大学 公津の杜 4-3 20-7701 (学)国際医療福祉大学 

 ※ 介護保険サービス事業者は「第3章 成田市の介護保険」131頁以降に掲載しています。 
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成田市保健福祉館 － いきいきプラザ － 

 

成田市保健福祉館は、保健・医療・福祉の拠点として、小さなお子さんから高齢者、障がいの

ある方まで、誰もが気軽に、安心して利用できる施設です。 

本館では、各種健（検）診、乳幼児健診、健康教室など、市民の健康管理に関する業務を行う

ほか、子どもの遊びや子育てを支援する｢ちびっこ広場｣、高齢者の憩いの場となる｢シニアサロン｣

や｢ゆうゆう倶楽部｣、講演会や健康体操などに利用できる｢多目的ホール｣、市民の福祉活動を支

援する｢ボランティアセンター｣や障がいのある方を支援する場となる｢団体活動室｣、精神に障が

いのある方の社会参加や自立を促進する｢あじさい工房｣など、様々な機能を併せ持っています。 

同一敷地内には、心身に障がいや遅れのある子どもの育成を助長するため、保護者とともに通

い、学ぶことのできるこども発達支援センター、市民が急病になった際に診療を行う急病診療所

が併設されており、保健・医療・福祉の拠点として機能しています。 

 

 

苦情に対する取組 

 

  本市では、利用者の権利を援護し、かつ、福祉サービスを適切に利用できるよう支援するとと

もに、施設の信頼性の向上と運営の適正化を図るため、設置する社会福祉施設に苦情受付担当者、

苦情解決責任者及び社会福祉施設苦情解決第三者委員を置き、利用者及びその家族等からの苦情

を円滑、円満に解決するよう努めています。 

（単位：件） 

 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

苦 情 件 数 0 0 0 0 0 

資料 社会福祉課 

 


