
【関係機関等】

☆県教育庁教育事務所

事務所 電話

葛南教育事務所 〒273-0012 船橋市浜町2-5-1 047-433-6017

東葛飾教育事務所 〒271-8563 松戸市小根本7 047-361-2110

北総教育事務所 〒285-0026 佐倉市鏑木仲田町8-1 043-483-1149

              香取分室 〒287-0002 香取市北3-1-3 0478-54-1529

              海匝分室 〒289-2504 旭市ニ1997-1 0479-62-2554

東上総教育事務所 〒297-0024 茂原市八千代2-10 0475-23-8125

              山武分室 〒283-0006 東金市東新宿1-1-11 0475-54-1041

              夷隅分室 〒298-0212 夷隅郡大多喜町猿稲14 0470-82-2411

南房総教育事務所 〒292-0833 木更津市貝渕3-13-34 0438-25-1313

              安房分室 〒294-0045 館山市北条402-3 0470-22-3876

☆教育等相談機関

千葉市養護教育センター 〒261-0003 千葉市美浜区高浜3-2-3

043-207-6028
（直通）

047-277-1199
（相談専用）

〒260-0856 千葉市中央区亥鼻2-9-3 043-227-8557

〒270-1151 我孫子市本町3－1－2 けやきプラザ４階 04-7165-2515

千葉市発達障害者支援センター
〒261-0003 千葉市美浜区高浜4-8-3

千葉市療育センター内

043-303-6088

☆児童相談所【管轄地域】

中央児童相談所 〒263-0016 千葉市稲毛区天台1-10-3 043-253-4101

市川児童相談所 〒272-0026 市川市東大和田2-8-6 047-370-1077

柏児童相談所 〒277-0831 柏市根戸445-12 04-7131-7175

銚子児童相談所 〒288-0813 銚子市台町2183 0479-23-0076

東上総児童相談所 〒297-0029 茂原市高師3007-6 0475-27-1733

君津児童相談所 〒299-1151 君津市中野4-18-9 0439-55-3100

千葉市児童相談所（千葉市所管） 〒261-0003 千葉市美浜区高浜3-2-3 043-277-8880

＊なお、市町村の教育センター等は市町村の教育委員会におたずねください。

18歳未満の児童に関するあらゆる問題について、地域住民からの相談に応じ、児童の最善の利
益を図るために、児童や保護者に最も適した援助や指導を行います。
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所在地

043-207-6032
（代表)

0120-415-446
（相談専用）

〒263-0043 千葉市稲毛区小仲台5-10-2

〒263-0043 千葉市稲毛区小仲台5-10-2

043-207-6023
（直通）

043-207-6025
（相談専用）

千葉県総合教育センター
　　　 特別支援教育部

子どもと親のサポートセンター

千葉県発達障害者支援センター
　　　　　 （CAS：キャス）

（CAS東葛飾分室）

○自閉症（高機能自閉症を含む）、アスペルガー症候群や
レット症候群，ＬＤ，ＡＤＨＤなどの特有な発達障害を持
つ障害児者（本人）とその家族、またこれらの方たちを支
援する人を対象として、相談支援、発達支援、就労支援、
普及・啓発、研修を行います。（詳しくは、ホームページ
を参照）



☆中核地域生活支援センター【管轄地域】

なかまネット【習志野地区】 〒276-0020 八千代市勝田台北1-10-9ＣＲＥＡ勝田台303 047-487-2941
がじゅまる【市川地区】 〒272-0032 市川市大洲1-14-4東洋荘101 047-300-9500
ほっとねっと【松戸地区】 〒270-0034 松戸市新松戸4-129　関口第５ビル１-Ａ 047-309-7677
のだネット【野田地区】 〒270-0235 野田市尾崎840-32 04-7127-5366
すけっと　【印旛地区】 〒285-0026 佐倉市鏑木仲田町9-3 043-483-3718
香取ＣＣＣ【香取地区】 〒287-0002 香取市北3-2-13 0478-50-1919
海匝ネットワーク【海匝地区】 〒289-2516 旭市ロの838 0479-60-2578
さんぶエリアネット【山武地区】 〒289-1321 山武市富田ト748 0475-53-5208
長生ひなた【長生地区】 〒297-0073 茂原市長尾2694 0475-22-7859
夷隅ひなた【夷隅地区】 〒298-0004 いすみ市大原8927-2 0470-60-9123
ひだまり【安房地区】 〒294-0014 館山市山本1155 0470-28-5667
君津ふくしネット【君津地区】 〒293-0012 富津市青木2-16-14-101 0439-27-1482
いちはら福祉ネット【市原地区】 〒290-0074 市原市東国分寺台3-10-15 0436-23-5300

☆ハローワーク（公共職業安定所）

ハローワーク千葉 〒261-0001 千葉市美浜区幸町1-1-3 043-242-1181

ハローワーク千葉南 〒260-0842 千葉市中央区南町2-16-3
海気館蘇我駅前ビル3階・4階

043-300-8609

ハローワーク市川 〒272-8543 市川市南八幡5-11-21 047-370-8609

ハローワーク銚子 〒288-0041 銚子市中央町8-16 0479-22-7406

ハローワーク館山 〒294-0047 館山市八幡815-2 0470-22-2236

ハローワーク木更津 〒292-0831 木更津市富士見1-2-1スパークルシティ木更
津ビル5階

0438-25-8609

ハローワーク佐原 〒287-0002 香取市北1-3-2 0478-55-1132

ハローワーク茂原 〒297-0078 茂原市高師台1-5-1茂原地方合同庁舎１Ｆ 0475-25-8609
ハローワークいすみ 〒298-0004 いすみ市大原8000-1 0470-62-3551

ハローワーク松戸 〒271-0092 松戸市松戸1307-1松戸ビル3階 047-367-8609

ハローワーク野田 〒278-0027 野田市みずき2-6-1 04-7124-4181

ハローワーク船橋 〒273-0011 船橋市湊町2-10-17 047-431-8287

ハローワーク成田 〒286-0036 成田市加良部3-4-2 0476-27-8609

千葉障害者職業センター 〒261-0001 千葉市美浜区幸町1-1-3 043-204-2080

千葉障害者キャリアセンター 〒261-0002 千葉市美浜区新港43 043-204-2385

大久保学園 〒274-0054 船橋市金堀町499-1 047-457-7380

いちされん 〒272-0026 市川市東大和田1-2-10市川市分庁舎C棟内 047-300-8630

あかね園 〒275-0024 習志野市茜浜3-4-5 047-452-2718

ビック・ハート松戸 〒271-0047 松戸市西馬橋幸町117　ロザール松戸109 047-343-8855

ビック・ハート柏 〒277-0005 柏市柏3-6-21　柏ビル302 04-7168-3003

はーとふる 〒278-0003 野田市鶴奉7-1　野田市役所内 04-7124-0124

就職するなら明朗塾 〒285-0026 佐倉市鏑木仲田町9-3 043-235-7350

香取就業センター 〒287-0101 香取市高萩1100-2 0478-79-6923

東総就業センター 〒289-2513 旭市野中3825 0479-60-0211

山武ブリオ 〒299-3211 大網白里市細草3221-4 0475-77-6511

長生ブリオ 〒297-0012 茂原市六ツ野2796-40 0475-44-4646

ピア宮敷 〒299-4504 いすみ市岬町桑田341-1 0470-87-5201

中里 〒294-0231 館山市中里291 0470-20-7188

エール 〒292-0067 木更津市中央1-16-12　サンライズ中央1F 0438-42-1201

ふる里学舎地域生活支援センター 〒290-0265 市原市今富1110-1 0436-36-7762
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☆障害者就業・生活支援センター

子ども、障害者、高齢者などを対象に福祉サービスのコーディネート、福祉の総合相談、権利
擁護を行います。

公共職業安定所、特別支援学校等と連携しながら、障害のある方の就業及びそれに伴う生活に
関する指導・助言・職業準備訓練のあっせんなどを行います。

雇用に関する相談・支援及び職業の相談・紹介及び雇用保険の支給等様々な雇用サービスを行
います。

☆高齢・障害者雇用支援機構

就職を目指す障害者や障害者の雇用を考えている事業主に対して、就職や雇い入れ、職場定着
等にかかる支援・サービスを行います。


