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参参考考資資料料    関関係係機機関関一一覧覧表表  
 

＜＜生生徒徒のの実実態態把把握握、、指指導導・・支支援援、、校校内内体体制制、、研研修修等等ににつついいててのの相相談談＞＞  

○ 県立特別支援学校 

学 校 名 障害種別 住  所 電話番号 

千葉聾学校 聴覚 千葉市緑区鎌取町 65-1 043-291-1371 

桜が丘特別支援学校 肢体 千葉市若葉区加曽利町 1538 043-231-1449 

仁戸名特別支援学校 病弱 千葉市中央区仁戸名町 673 043-264-5400 

袖ケ浦特別支援学校 
肢体 

病弱 

千葉市緑区誉田町 1-45-1 043-291-6922 

千葉特別支援学校 知的 千葉市花見川区大日町 1410-2 043-257-3909 

八千代特別支援学校 知的 八千代市吉橋 3088-4 047-450-6321 

船橋特別支援学校 肢体 船橋市上山町 3-507 047-439-5811 

市川特別支援学校 知的 市川市原木 1862 047-327-4155 

特別支援学校 

市川大野高等学園 
知的 市川市大野町 4-2274 047-303-8011 

松戸特別支援学校 肢体 松戸市栗ケ沢 784-17 047-388-2128 

つくし特別支援学校 知的 松戸市金ケ作 292-2 047-385-1632 

柏特別支援学校 
知的 

柏市十余二 418-5 04-7133-5631 

   〃   流山分教室 流山市東初石 2-98 流山高内 04-7152-1671 

特別支援学校流山高等学園 
知的 

流山市野々下 2-496-1 04-7148-0200 

   〃  第二キャンパス 流山市名都借 140 04-7141-9900 

野田特別支援学校 知的 野田市鶴奉 147-1 04-7122-7270 

我孫子特別支援学校 
知的 

我孫子市新木字大山下 1685 04-7187-0831 

   〃          清新分校 柏市高柳 995 沼南高柳高内 04-7193-6020 

千葉盲学校 視覚 四街道市大日 468-1 043-422-0231 

四街道特別支援学校 病弱 四街道市鹿渡 934-45 043-422-2609 

印旛特別支援学校 
知的 

印西市平賀 1160-2 0476-98-2200 

   〃          さくら分校 佐倉市太田 1956 佐倉南高内 043-486-3781 

富里特別支援学校 知的 富里市七栄 483-2 0476-92-2100 

香取特別支援学校 知的 神崎町大貫 383-13 0478-72-2911 

銚子特別支援学校 
知的 

肢体 
銚子市三崎町 3-94-1 0479-22-0243 

八日市場特別支援学校 知的 匝瑳市平木 930-１ 0479-72-2777 

東金特別支援学校 知的 東金市北之幸谷 502 0475-52-2542 

長生特別支援学校 
知的 

肢体 
一宮町東浪見 6767-7 0475-42-2470 

夷隅特別支援学校 知的 いすみ市楽町 30-1 0470-86-4111 

安房特別支援学校 知的 館山市中里 284-1 0470-28-1866 
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   〃   館山聾分教室 病弱 

聴覚 

館山市那古 1672-7 0470-27-2490 

   〃   鴨川分教室 鴨川市横渚 500 鴨川小内 04-7093-6960 

君津特別支援学校 
知的 

病弱 
君津市北子安 6-14-1 0439-55-4333 

槇の実特別支援学校 知的 袖ケ浦市蔵波 3108-113 0438-62-1164 

市原特別支援学校 

知的 

市原市能満 1519-5 0436-43-7621 

  〃 つるまい風の丘分校 
市原市鶴舞 1159-1 

鶴舞桜が丘高グリーンキャンパス内 
0436-92-5281 

 

○ 市立特別支援学校 

学 校 名 障害種別 住  所 電話番号 

千葉市立養護学校 知的 千葉市若葉区大宮町 1066-1  043-265-9293 

千葉市立第二養護学校 知的 千葉市稲毛区轟町 3-6-25  043-256-1950 

船橋市立船橋特別支援学校 知的 船橋市金堀町 349-1  047-457-2111 

   〃   高根台校舎 知的 船橋市高根台 2-1-1  047-466-3631 

市川市立須和田の丘支援学校 知的 市川市須和田 2-34-1  047-371-2258 

   〃   稲越校舎 知的 市川市稲越町 518-2  047-373-9000 

 

○ 国立特別支援学校 

学 校 名 障害種別 住  所 電話番号 

千葉大学教育学部 

  附属特別支援学校 
知的 千葉市稲毛区長沼原町 312  043-258-1111 

筑波大学 

  附属聴覚特別支援学校 
聴覚 市川市国府台 2-2-1  047-371-4135 

 

＜＜生生徒徒のの実実態態把把握握、、指指導導・・支支援援、、校校内内体体制制、、研研修修等等ににつついいててのの相相談談＞＞ 

名  称 電話番号 住  所 対象の地域 

千葉県発達障害者支援センター 

ＣＡＳ 
043-227-8557 千葉市中央区亥鼻2-9-3 千葉市とＣＡＳ東葛飾

対象地域を除く地域 

千葉県発達障害者支援センター 

ＣＡＳ東葛飾 
04-7165-2515 

我孫子市本町3-1-2 

けやきプラザ4Ｆ 

我孫子・柏・野田・ 

流山・松戸・鎌ケ谷・ 

白井・印西・栄町 

千葉市発達障害者支援センター 043-303-6088 
千葉市美浜区高浜4-8-3 

千葉市療育センター内 
千葉市 
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＜＜教教育育相相談談＞＞ 

名  称 電話番号 住  所 対象の地域 

千葉県総合教育センター 

特別支援教育部 

043-207-6023 

（相談専用）   

043-207-6025 

千葉市稲毛区小仲台 

5-10-2 

県内全域 

（千葉市を除く） 

千葉県子どもと親のサポート 

センター 

※いじめ・不登校に関する相談など 

043-207-6028 
千葉市稲毛区小仲台 

5-10-2 

県内全域 

（千葉市を除く） 

千葉市養護教育センター 
（相談専用） 

043-277-1199 
千葉市美浜区高浜3-2-3 千葉市 

 

＜＜就就労労にに関関すするる相相談談＞＞ 

名    称 電話番号 

千葉障害者職業センター 043-204-2080 

障害者就業・生活支援センター  千葉障害者キャリアセンター 043-204-2386 

障害者就業・生活支援センター あかね園 047-452-2718 

障害者就業・生活支援センター ビッグハート柏 04-7168-3003 

障害者就業・生活支援センター  ビッグハート松戸 047-343-8855 

障害者就業・生活支援センター  東総障害者就業センター 0479-60-0211 

障害者就業・生活支援センター 就職するなら明朗塾 043-235-7350 

障害者就業・生活支援センター ブリオ 0470-62-6641 

柏市障害福祉就労支援センター  ハートフルワーク柏 04-7163-9353 

大久保学園 障害者就業・生活支援センター 047-457-7380 

障害者就業・生活支援センター いちされん 047-300-8630 

障害者就業・生活支援センター はーとふる 04-7124-0124 

市川市障害者就労支援センター アクセス 047-376-7176 

我孫子市障害者就労支援センター 04-7185-1917 

流山市障害者就労支援センター 04-7155-6421 

野田市障害者総合相談・就労支援センター 04-7123-1691 

浦安市障がい者就労支援センター 047-304-6200 

ちば地域若者サポートステーション 043-351-5531 

いちかわ若者サポートステーション 047-395-3053 

かしわ地域若者サポートステーション 04-7100-1940 

ちば北総地域若者サポートステーション 0476-37-6844 
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＜＜福福祉祉にに関関すするる相相談談＞＞ 

名    称 電話番号 

中核地域・生活支援センター なかまネット 047-487-2941 

中核地域・生活支援センター がじゅまる 047-300-9500 

中核地域・生活支援センター ほっとねっと 047-309-7677 

中核地域・生活支援センター のだネット 04-7127-5366 

中核地域・生活支援センター すけっと 043-483-3718 

中核地域・生活支援センター 香取ネットワーク 0478-50-2800 

中核地域・生活支援センター 海匝ネットワーク 0479-60-2578 

中核地域・生活支援センター さんぶエリアネット 0475-53-5208 

中核地域・生活支援センター ひだまり 04-7098-2900 

中核地域・生活支援センター いちはらネット 0436-23-5300 

中核地域・生活支援センター 君津ふくしネット 0438-25-1151 

中核地域・生活支援センター 夷隅ひなた 0470-60-9123 

中核地域・生活支援センター 長生ひなた 0475-22-7859 

千葉障害者生活支援センター ふらる育成会（でい・さくさべ） 043-206-3861 

浦安市障がい児・障がい者総合相談センター 047-304-8822 

沼南育成園サポートセンター 04-7191-3391 

柏市地域生活支援センター あいネット 04-7165-8707 

船橋福祉相談協議会 ふらっと船橋 047-495-6777 

市川市障害者総合相談事業基幹型支援センター えるく 047-702-5588 

 

 

 

 

 

 

 

引引用用・・参参考考文文献献等等  

 

◇ 生徒指導提要                  文部科学省（平成 22 年 3 月） 

◇ 生徒指導リーフシリーズ         国立教育政策研究所（平成 24 年 2 月） 

◇ -ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症のある-特別な教育的支援を必要とする子どもの 

ためのＱ＆Ａ               千葉県教育委員会（平成 16 年 3 月） 

◇ 実践 高等学校における学びを支えるための支援ガイドブック 

                    千葉県総合教育センター（平成 24 年 3 月） 


