市町村の相談窓口一覧
NO

市町村

1

市川市

2

3

4

船橋市

習志野市

八千代市

窓口の名称

平成２７年２月現在
連絡先（電話）

こども発達相談室（こども部）

０４７－３７０－３５７７

教育センター（教育委員会）

０４７－３２０－３３３６

健康増進課（課の名前変更予定）

０４７－４３６－２３８２
※H27 １０月庁舎移転に伴い変更予定

中央保健センター

０４７－４２３－２１１１

東部保健センター

０４７－４６６－１３８３

北部保健センター

０４７－４４９－７６００

西部保健センター

０４７－３０２－２６２６

こども発達相談センター

０４７－３３５－２４１１
※H27 １０月庁舎移転に伴い変更予定

南本町子育て支援センター

０４７－４３５－８３３３

高根台子育て支援センター

０４７－４６６－３６３３

家庭児童相談室

０４７－４３６－２３３４

市総合教育センター

０４７－４２２－７７３０

市総合教育センター

０４７－４７６－１７１５（代表）

市ひまわり発達相談センター

０４７－４５１－２９２２

子ども相談センター（市役所）

０４７－４８４－２９５４

母子保健課（保健センター）

０４７－４８２－９５３３（専用）
０４７－４８６－７２５０

子ども支援センター（すてっぷ２１勝田台）

０４７－４８７－４８２７

子ども支援センター（すてっぷ２１大和田）

０４７－４８６－７４５５

教育委員会指導課

０４７－４８１－０３０１

（FAX・メール）

メールでの相談を受け付
けている市町村の場合は、
アドレスも掲載されていま
す。
メールで相談される場合
には、相談者の連絡先を記
載すしてくださるようお願
いします。

5

6

7

8

浦安市

松戸市

野田市

柏市

子どもの発達などの相談
（担当課：こども発達センター）

０４７－３５５－１１２２

０４７－３５５－３１４０
メールは市HPに専用フォームあり

子育て相談
（子育てケアマネージャーによる子育て相談室）
（担当課：こども家庭課）

０４７－３０６－３７１５

メール相談は、市HPに専用フォームあり

保育園こども相談
（担当課：保育幼稚園課）

市内公立保育園７園

メール相談は、市HPに専用フォームあり

就学相談
教育研究センター
０４７－３８１－７９６１
（担当課：指導課教育研究センター・まなびサポート
富岡小学校内
相談室）

０４７－３８１－７９６３

就学相談
まなびサポート相談室
０４７－３９０－５２０４
（担当課：指導課教育研究センター・まなびサポート
見明川中学校１階
相談室）

０４７－３９０－５２０４

市こども発達センター

０４７－３８３－８１１１

市保健センター

０４－７１２５－１１８８

教育委員会指導課

０４－７１２３－１３２９

ひまわり相談 （野田幼稚園）

０４－７１２２－２４５０

ひまわり相談 （関宿南部幼稚園）

０４－７１９８－２０７５

市教育研究所（就学相談窓口：ウエルネス柏内）

０４－７１２８－２２２７

市教育研究所（教育相談：教育支援室内）

電話相談 ０４－７１３１－６６１５
面接相談予約 ０４－７１３１－６６７１

9

10

11

流山市

我孫子市

鎌ヶ谷市

12

銚子市

13

成田市

14

15

佐倉市

旭市

市児童発達支援センターつばさ

０４－７１５４－４８４４

市幼児教育支援センター

０４－７１５４－８７８１

教育委員会指導課（市役所内）

０４－７１５０－６１０５

市保健センター

０４－７１５４－０３３１

子ども家庭課 家庭児童相談室（市役所内）

０４－７１５８－４１４４

市こども発達センター

０４－７１８８－０４７２

市教育研究所

０４－７１８７－４６００

こども総合相談室（市役所こども支援課内）

０４７－４４５－１１４１
（内線７９２・７９７）

市子育て支援センター

０４７－４４１－８９０５

市こども発達センター（分室）

０４７－４４５－１１４１
（内線６３０・６３１）

健康福祉部 子育て支援課（H27.4月～）

０４７９－２４－８１８１（代表）

健康増進課

０４７６－２７－１１１１

kenko@city.narita.chiba.jp

市教育センター

０４７６－２０－２９２２

kyocenter@city.narita.chiba.jp

健康子ども部子育て支援課

０４３－４８４－６１３９

健康子ども部健康増進課

※就学前児のみ

０４３－４８５－６７１２

市教育センター

０４３－４８６－２４００

学校教育課 指導班

０４７９－５５－５７２６

健康管理課 支援班（飯岡保健センター）

０４７９－５７－３１１３

子育て支援課 子育て支援班

０４７９－６２－８０１２

社会福祉課 障害福祉班

０４７９－６２－５３５１

kyouikuken@city.abiko.chiba.jp

０４７－４４４－２３０２
ko-sien@city.kamagaya.chiba.jp

16

17

18

19

こども保育課

０４３－４２１－２２３８

指導課

０４３－４２４－８９２５

児童家庭課（子育て支援一般）

０４３－４４３－１６９３

jidoukatei@city.yachimata.lg.jp

障がい福祉課（身体・知的・精神障害等の福祉）

０４３－４４３－１６４９

syogai@city.yachimata.lg.jp

健康管理課（乳幼児の発達等）

０４３－４４３－１６３１

kenko@city.yachimata.lg.jp

市子ども発達センター

０４７６－４０－６５５１

家庭児童相談室（市役所 子育て支援課内）

０４７６－４２－５１８０

こども相談室（教育委員会 教育センター）

０４７６－４７－７８３０

指導課（特別支援教育 就学指導）

０４７６－４２－５１１１（代表）

健康課 母子保健班（健康・育児相談）

０４７－４９７－３４９５

家庭児童相談室（家庭児童相談）

０４７－４９７－３４７７

学校教育課（就学相談）

０４７－４９２－１１１１
（内線３４２２）

教育センター室（教育相談）

０４７－４９２－２３０１

健康推進課

０４７６－９３－４１２１

学校教育課

０４７９－７３－００９４

健康管理課

０４７９－７３－１２００

学校教育課（就学・発達相談全般）

０４７８－５０－１２３９

健康づくり課（言葉・発達相談）

０４７８－５０－１２３５

子育て支援課（育児支援・相談）

０４７８－５０－１２５７

児童母子相談室

０４７８－５０－１１２１

生涯学習課（家庭教育相談）

０４７８－５０－１２２４

健康福祉課

０４３－４９６－１１７１

酒々井町 学校教育課

０４３－４９６－１１７１

保健センター

０４３－４９６－００９０

四街道市

八街市

印西市

白井市

20

富里市

21

匝瑳市

22

23

香取市

sidouka@city.inzai.lg.jp

24

栄町

学校教育課

０４７６－３３－７７１７（直通）

25

神崎町

学校教育係

０４７８－７２－１６０１

26

多古町

学校教育課 学校教育係

０４７９－７６－５４１１

健康福祉課 健康づくり係

０４７９－７６－３８１５

27

東庄町

教育課 学校教育係

０４７８－８６－２３１１

健康福祉課 保健衛生係

０４７８－８０－３３００

28

茂原市

福祉部 子育て支援課

０４７５－２０－１５７３

教育部 学校教育課

０４７５－２０－１５５８

学校教育課 指導係

０４７５－５０－１２０４

子育て支援課 家庭児童相談室

０４７５－５０－１１６８

健康増進課 母子保健係

０４７５－５０－１２３４

教育課

０４７０－７３－６６６４

介護健康課 健康管理係

０４７０－７３－６６１４

学校教育課 指導室

０４７５－８０－１４４３

29

東金市

30

勝浦市

31

山武市

32

いすみ市

33

大網白里市

34

九十九里町

学校教育課
※学校教育課を窓口として、内容に応じ、発達支援セ
０４７０－６２－３６２１
ンターや、医療機関、特別支援学校、児童相談所等
も紹介している。

福祉課 子育て支援班

０４７０－６２－１１１７

管理課 学校教育室

０４７５－７０－０３７２

健康増進課 健康増進班

０４７５－７２－８３２１

健康福祉課 健康指導係

０４７５－７０－３１８２

学校教育係

０４７５－７０－３１９１

gakkyou@town.sakae.chiba.jp

gakkokyoiku@city.sammu.lg.jp

35

36

37

福祉保健課 子育て支援係
（子育て支援に関すること）

０４７９－７７－３９１４

教育課 学校教育係
（発達障害や障害のある子の就学相談等）

０４７９－７７－１８６１

健康管理課

０４７９－８２－３４００

社会文化課 （家庭教育相談）

０４７９－８４－１３５８

教育委員会

０４７５－４２－４５７４

０４７５－４２－１４２４
gakkou@town.ichinomiya.chiba.jp

福祉健康課 健康グループ

０４７５－４０－１０５５

０４７５－４０－１０５６
health@town.ichinomiya.chiba.jp

芝山町

横芝光町

一宮町

38

睦沢町

睦沢こども園

０４７５－４４－００５０

39

長生村

学校教育課

０４７５－３２－２１１７

40

白子町

教育課

０４７５－３３－２１４４

41

長柄町

教育課 学校教育班

０４７５－３５－２４３７

gakkou@town.nagara.chiba.jp

住民課 健康福祉班

０４７５－３５－２４１４

fukushi@town.nagara.chiba.jp

42

長南町

住民課 保健福祉室 健康管理班

０４７５－４６－３３９２

43

大多喜町

教育課 学校教育係

０４７０－８２－３０１０

kyouiku@town.otaki.lg.jp

健康福祉課 保健予防係

０４７０－８２－２１６８

kenko@town.otaki.lg.jp

44

御宿町

教育課

０４７０－６８－２５１４

保健福祉課 保健事業班

０４７０－６８－６７１７

健康課（保健センター）（育児・発達相談窓口）

０４７０－２３－３１１３

kenkouka@city.tateyama.chiba.jp

こども課（子育て支援相談窓口）

０４７０－２２－３４９６

kodomo@city.tateyama.chiba.jp

学校教育課（就学相談窓口）

０４７０－２２－３６９４

gakukyouiku@city.tateyama.chiba.jo

45

館山市

cho-gakko@vill.chosei.chiba.jp

46

47

木更津市

市原市

48

鴨川市

49

君津市

50

51

52

53

富津市

袖ケ浦市

南房総市

鋸南町

学校教育課

０４３８－２３－５２６４

まなび支援センター幼児言語教室

０４３８－２２－３８１１

健康推進課

０４３８－２３－１３００

子育て支援課

０４３８－２３－７２４９

市教育センター電話相談

０４３６－４１－２８２５

市発達支援センター

０４３６－３６－６０９７

市保健センター子育てほっとダイヤル

０４３６－２３－１１８７

学校教育課

０４－７０９４－０５１２

子育て総合支援センター

０４－７０９３－５００１

君津ほほえみ相談室（市教育センター）

０４３９－５６－１６１８

健康福祉部 子育て支援課

０４３９－８０－１２５６

mb046@city.futtsu.chiba.jp

健康福祉部 健康づくり課

０４３９－８０－１２６８

mb017@city.futtsu.chiba.jp

健康福祉部 社会福祉課

０４３９－８０－１２６０

mb015@city.futtsu.chiba.jp

健康推進課

０４３８－６２－３１７２

家庭児童相談室

０４３８－６２－２１１１（内線５４７）

市総合教育センター 就学相談窓口

０４３８－６３－３７１７

子ども教育課 支援係

０４７０－４６－２９６６

子育て支援センター

０４７０－４０－５１１１

保健福祉部 社会福祉課

０４７０－３６－１１５１

保健福祉部 健康支援課

０４７０－３６－１１５２

教育課

０４７０－５５－２１２０

福祉支援室

０４７０－５５－１１７１

gakko@city.kamogawa.lg.jp

