
令和3年3月
住所 住所

電話番号 電話番号

猫実2-1-1 神崎本宿96

047-351-1151 0478-72-1601

入船5-45-1 石出939-1

047-711-2336 0478-86-1004

鬼高１－１－４ 多古2855

047-320-3336 0479-76-5411

八千代台北8-9-12 小畑新町7756

047-486-1019 0479-21-0345

東習志野３－４－１ 高生1番地

047-471-1236 0479-55-5726

宮本６－３３－１ 八日市場ハ793-35

047-425-1277 0479-73-0094

古ケ崎1－307
旧古ケ崎南小学校

関5038-1

047-362-3366 0475-33-2144

常盤平7－1常盤平第一
小学校内

上貝塚７４

047-389-0786 0475-73-0072

古ケ崎1－307
旧古ケ崎南小学校

東岩崎1-3

047-362-3366 0475-52-8180

十余二３１３－９２ 成東２５５４－１

04-7133-9400 0475-82-8007

豊四季台４－２－１ 宮川11907-2

04-7143-7724 080-2047-8470

増尾台３－５－９ 長尾148

04-7175-7755 0475-26-3746

大津ケ丘４－８ 綱島656

04-7191-3366 0475-26-3747

柳沢53 深堀689-1

04-7125-8088 0470-62-3621

木間ケ瀬619-2 八幡20

04-7125-8088 0436-41-3338

中110 池和田1316

04-7150-8388 080-8745-9789

中里80 姉崎764-8

04-7187-5671 0436-62-0171

富岡2-6-1 坂戸市場1393-3

047-445-4953 0438-62-2254

西志津4-1-2 朝日1-8-17

043-489-1002 0438-23-4564

栄町8-7 糠田103－１

043-484-6611 0439-32-5511

花崎町143-6 小久保2958-1

0476-20-1414 0439-80-1346

鹿渡917 天津1104

043-422-8729
04-7096-6688
090-7253-4537

八街ほ208-260 岩糸2489

043-443-8040 0470-46-2966

草深924 北条740－1

0476-47-0400 0470-22-1732

中根1375 花見川区朝日ヶ丘2-6-1

0476-97-3141 043-276-7520

瀬戸1518 若葉区若松町2-25-1

0476-98-0428 043-234-1566

根63-2 中央区大森町268

047-497-2588 043-261-3831

七栄653-1 美浜区真砂4-5-1

0476-93-6600 043-278-4501

中央台4-11 緑区土気町1634－2

043-496-1171 043-295-7050

安食938-1
稲毛区作草部町1298-
１

0476-80-1520 043-285-5550

佐原ロ2116-1 稲毛区轟町3－7－9

0478-52-2991 043-285-0901

羽根川38 稲毛区轟町3－7－9

0478-82-1123 043-285-0901

市町村 曜日等 時間 市町村 曜日等 時間

8:30～16:45

いちょう学級入船 月～金 東庄町
月・水・
金

9:00～15:00

浦安市

いちょう学級猫実 月～金 神崎町 ふれあい教室 月～金

火～木 13:30～15:30

八千代市 フレンド八千代 月～金 9:00～17:00 銚子市 しおさい学級 火～金 9:00～11:30

市川市 ふれんどルーム市川 月～金 9:15～14:15 多古町 紫陽花教室

松戸市

白子町

9:00～12:00

船橋市 ひまわり 月～金 10:00～15:00 匝瑳市 さわやかルーム 月～金 9:00～11:45

習志野市 フレンドあいあい 月～金 旭市 フレンドあさひ 月～木

9:00～15:00

増尾台学習相談室 月～金 9:00～16:00

茂原市

火・木・
金

9:00～15:00

大津ケ丘学習相談室 月～金 9:00～16:00

豊四季台学習相談室 月～金 9:00～16:00 月～金

山武郡市広
域行政組合

月～金 9:00～15:00

流山市 フレンドステーション 月～金 9:30～15:00 火～金

我孫子市 ヤング手賀沼

9:00～15:00

野田市

野田市適応指導学級 月～金 9:00～16:30 いすみ市
月・水・
金

9:00～15:00

野田市適応指導学級
　関宿分室

月・火・
木

柏市

きぼうの園 月～金 9:00～15:45 月～金 9:00～15:00

9:00～15:00

成田市
成田市ふれあいるーむ
２１

月～金 富津市 さわやか教室 火～金 9:00～16:00

9:20～16:00

佐倉市

月～金 10:00～15:00 木更津市 あさひ学級 月～金

月～金 10:00～15:00 君津市

鎌ケ谷市 ふれあい談話室 月～金 8:30～16:30 袖ケ浦市 のぞみ学級

ふれあいルームまきば 月～金

8:30～16:30

八街市 ナチュラル 月～金 10:00～15:00 南房総市 月～金 9:00～16:00子ども教室スマイル

学校教育相談室
「ルームよつば」

四街道市 月～金 10:00～14:30 鴨川市 ステーション 月～金

9:30～15:00

白井市 ひだまり館 月～金 10:00～15:00 ライトポート中央 月～金 9:30～15:00

9:00～14:00

火～金 9:30～14:30

千葉市

ライトポート花見川 月～金 9:30～15:00

火～金 9:30～14:30 ライトポート若葉

印西市

緑のまきば 月～金 9:30～15:30 館山市 月～金

ふれあいルーム 月～金 9:00～15:00 ライトポート緑 月～金 9:30～15:00

富里市 ふれあいセンター 火～金 9:30～14:45 ライトポート美浜 月～金

10:30～15:00
教育センター小学校グ
ループ活動

火・木 9:30～15:30

森のステーション
まきば

館山市教育支援セン
ター

9:30～15:00

香取市

ふれあいステーション
佐原

月・水・
金

10:30～15:00
教育センター中学校グ
ループ活動

火・水・
金

10:00～15:00

ふれあいステーション
小見川

火・木

栄町 ゆうがく館 火～金 9:00～15:00 ライトポート稲毛 月～金

9:30～15:00

酒々井町

月～金ふれあい学級
月・火・
水・木

適応指導教室
（志津教室）

適応指導教室
（佐倉教室）

教育支援センター
(適応指導室)名

教育支援センター
(適応指導室)名

10:00～15:00
（水）～14:00

10:00～15:00
（水）～14:00

ふれあいルーム
東庄石出分館

9:00～15:00
(木)～12:00

学校・家庭支援
ほっとステーション

ハートフルさんぶ
大網白里教室

きみつメイト 月～金

月～金 9:00～15:30 火～金

月～金

9:00～16:30

市原市

火～金

火～木 9:00～15:30

10:00～15:00
(金)～12:00

9:30～14:30
(水)～12:00

≪市町村が設置する教育支援センター（適応指導教室）≫

フレンド市原
八幡教室

フレンド市原
鶴舞教室

フレンド市原
姉崎教室

9:45～14:30
(木曜～11:30)

9:45～14:30
(木曜～11:30)

9:45～14:30
(木曜～11:30)

ハートフルさんぶ
山武教室

ハートフルさんぶ
横芝光教室

フレンドルーム
茂原豊田教室

フレンドルーム
茂原五郷教室

火木金
(第２)
火水金

いすみほっとスクール

ハートフルさんぶ
東金教室

月～金 9:00～15:00
学校・家庭支援
ほっとステーション

火～木 9:00～15:30

9:00～16:00白子町教育相談室9:00～15:30


