
発達障害のある方又は疑いのある方への相談支援対応可能事業所等一覧

市町村 所属法人 所属 連絡先

1 銚子市 銚子市 障害福祉課 0479-24-8968

2 銚子市 (特非)スマイル銚子 えがおのネットワーク 0479-23-6030

3 銚子市 銚子市 銚子市立わかば学園 0479-22-2742

4 銚子市
（有）弘誠会

看護婦家政婦紹介所
（有）弘誠会

看護婦家政婦紹介所
0479-22-0588

5 市川市 （特非）キルト・ビー キルト・ビー相談支援事業所 047-729-3338

6 市川市 （特非）千葉精神保健福祉ネット サポートネット国府台 047-375-8262

7 市川市 (特非)寺子屋ミニデイサービスの会 指定特定相談事業所寺子屋 047-371-0773

8 市川市 みやびサポート（株） みやびサポート市川 047-711-7323

9 市川市 (特非）ほっとハート ほっとハート相談支援事業所リンク 047-711-0810

10 市川市 心ほっとケアサービス（株） 心ほっと市川 047-307-9540

11 船橋市 （株）ふくしねっと工房 生活支援センターぐらす 047-401-1002

12 船橋市 (特非)船橋福祉相談協議会 ふらっと船橋 047-495-6777

13 船橋市 （福）さざんか会 社会福祉法人さざんか会のまる 047-456-7361

14 船橋市 （公財）船橋市福祉サービス公社 公益財団法人船橋市福祉サービス公社 047-436-2832

15 船橋市 船橋市 「保険と福祉の総合相談窓口」さーくる 047-495-7111

16 船橋市 （株）withyou 計画相談支援withyou 047-411-9481

17 船橋市
（株）ヘルパーステーション

こだま
障がい者計画相談支援みらい 047-407-2886

18 船橋市 （一財）長春会 そよ風ひろば宝珠 047-489-5853

19 館山市 （福）安房広域福祉会 ライフサポートこすもす 0470-25-7115

20 館山市 館山市 館山市簡易マザーズホーム 0470-23-3112

21 館山市 （株）てとて てとて相談室 0470-29-5859

22 館山市 （特非）南陽会 指定特定相談支援事業所なんよう 0470-28-5551

23 木更津市 （福）かずさ萬燈会 木更津市指定相談支援事業所・ほっと 0438-97-8556

24 松戸市 （特非）千葉精神保健福祉ネット サポートネット松戸 047-343-7566

25 野田市 野田市役所 障がい者支援課 04-7125-1111
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26 野田市 （社福）野田芽吹会 野田芽吹学園 04-7138-2181

27 野田市 （福）はーとふる 相談支援事業所はーとふる 04-7197-5365

28 茂原市 （特非）スペースぴあ スペースぴあ相談室 0475-34-3210

29 成田市 （医）聖母会 成田地域生活支援センター 0476-35-7771

30 成田市 (福)菜の花会 菜の花会相談支援事業所 0476-96-1527

31 成田市 （福）大成会 ささえあい 0476-36-7006

32 成田市 (特非）おむすびるーむ おむすび 0476-37-8889

33 佐倉市 (福)佐倉市社会福祉協議会 社会福祉ネット佐倉市社会福祉協議会 043-486-2519

34 佐倉市 (福)生活クラブ いんば中核地域生活支援センターすけっと 043-309-5812

35 佐倉市 （福）千手会 地域生活支援センターレインボー 043－463-1128

36 東金市 （福）清輝会 カマラードの里 0475-58-1151

37 旭市 （福）ロザリオの聖母会 ロザリオ発達支援センター 0479-60-0625

38 旭市 (福)ロザリオの聖母会 海匝ネットワーク 0479-60-2578

39 習志野市 習志野市 障がい福祉課 047-453-9206

40 習志野市 習志野市 ひまわり発達相談センター相談支援事業所 047-451-2922

41 習志野市 （特非）希望の虹 NPO法人希望の虹 047-404-0050

42 習志野市 （福）豊立会 相談支援事業所　習志野玲光苑 047-493-8021

43 柏市 柏市 障害者相談支援室 04-7167-1111（内401）

44 柏市 （福）高柳福祉会 わかたけさぽーと 04-7192-0324

45 柏市 (福)よつば サポートセンターよつば 04-7199-7931

46 柏市 (福)青葉会 発達障害支援室シャル 04-7169-2793

47 柏市 （福）ぶるーむ 特定・障がい児相談支援ティーダ 04-7136-2324

48 柏市 (特非）真ごころ まごころ相談室 04-7139-0430

49 柏市 （株）アクト・デザイン こども相談支援事業所 04-7132-8882

50 柏市 （福）彩会 相談支援センターいろどり 04-7136-1675
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51 市原市 （福）クローバー会 第2クローバー学園 0436-60-5115

52 市原市 （福）クローバー会 クローバー学園 0436-60-5115

53 市原市 (福)佑啓会 ふる里学舎静風荘 0436-37-7511

54 市原市 (福)九曜会 千原厚生園相談支援センター 0436－75-5500

55 市原市 市原市 市原市発達支援センター 0436-36-6097

56 流山市 流山市 流山市児童発達支援センターつばさ 04-7154-4844

57 流山市 流山市 障害者支援課 04-7150-6081

58 流山市 (特非)自立サポートネット流山 西深井地域生活支援センターすみれ 04-7154-6202

59 流山市 （医）宙麦会 相談支援事業所PHARE 04-7136-2933

60 流山市 （有）アサヒテクノ （有）アサヒテクノ福祉事業部沙羅 04-7156-6181

61 八千代市 (福)八千代翼友福祉会 相談支援事業所つむぎ 047-458-7477

62 八千代市 （福）実のりの会 ハートココ 047-488-6351

63 八千代市 （福）栄寿会 八千代市地域生活支援センター 047 -481-3555

64 八千代市 （福）心聖会 ケアサポート笑和輪 047－488-8222

65 八千代市 (特非)にじと風福祉会 にじと風相談室 047-480-0801

66 我孫子市 我孫子市 我孫子市子ども相談支援事業所 04-7185-1111（内848）

67 我孫子市 我孫子市 我孫子市相談支援事業所「なの花」 04-7188-0472

68 我孫子市 我孫子市 我孫子市指定相談支援事業所 04-7185-1111（内480）

69 我孫子市 我孫子市 障害福祉支援課 04-7185-1111（内480）

70 我孫子市 (福)アコモード アコモード相談支援事業所 04-7181-6200

71 我孫子市 （福）柴崎すずしろ会 相談支援事業所むつぼし 04-7183-1511

72 我孫子市 （福）大久保学園 あびこ相談支援センター 04-7196-6131

73 我孫子市 (特非)i&i 障がい者相談支援事業所れがぁと 04-7115-9677

74 我孫子市 （特非）自立支援ネット我孫子 地域活動支援センターイエローハート 04-7187-6183

75 我孫子市 （福）つくばね会 サポートセンターけやき 04-7187-1944
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76 鎌ヶ谷市 (特非)千葉精神保健福祉ネット サポートネット鎌ヶ谷 047-443-9850

77 鎌ヶ谷市 （特非）鎌ケ谷Jumpupの会 相談支援事業所ジャンプアップ 047-442-3100

78 鎌ヶ谷市 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市こども発達センター 047-445-1361

79 君津市 （福）章佑会 サロン・ド・タビダチ 0439-50-8567

80 君津市 （福）芙蓉会 上総園ふれあい相談支援事業所 0439-50-3620

81 富津市 （福）薄光会 相談支援センター天羽 0439-68-1833

82 富津市 （特非）シェーネ・ルフト シェーネ・ルフトアウストゥッシュ 0439-27-0149

83 富津市 (福）金谷温清会 サポートセンター金谷の里 0439-69-8123

84 富津市
(福）ミッドナイトミッション

のぞみ会
望みの門　べテル 0439-87-8826

85 浦安市 （特非）発達わんぱく会 こころとことばの教室こっこ 047-704-9371

86 浦安市 (福）パーソナル・アシスタンスとも 浦安市基幹相談支援センター 047-304-8822

87 浦安市 (福)サンワーク 浦安市ソーシャルサポートセンター 047-353-2130

88 浦安市 エメラルドサポート（株） エメラルドサポート障がい者（児）相談支援センター 047-351-4155

89 四街道市 （福）翠昂会 四街道市障害者相談支援事業所ほほえみ 043-420-5388

90 袖ヶ浦市 (福)嬉泉 地域生活支援センター　たのしみ 0438-62-9121

91 袖ケ浦市 (特非)ぽぴあ 地域生活相談支援センターもえ 0438-60-7578

92 袖ヶ浦市 袖ヶ浦市 障がい者支援課 0438-62-3187

93 袖ケ浦市 （福）いずみ会 相談支援センター晴 0438-97-5118

94 袖ヶ浦市
社会医療法人社団

さつき会
社会医療法人社団さつき会 ケアセンターさつき 0438-601501

95 八街市 八街市 障がい福祉課 043-443-1649

96 八街市 （特非）セブンエイチ 街かど相談所ゆるるか 043-312-7521

97 八街市 （福）光明会 明朗塾 043-442-0101

98 印西市 (福）印旛福祉会 いんば障害者相談センター 0476-99-2501

99 印西市 （特非）マーブル福祉会 結愛（YUI） 0476-36-4822

100 白井市 (福)フラット 相談支援事業所　真中 047-401-0637
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101 富里市 (福)富里市社会福祉協議会 社会福祉法人富里市社会福祉協議会指定相談支援事業所ゆらり 0476-90-0081

102 富里市 （福）清郷会 十倉厚生園 0476-94-2101

103 南房総市 三喜（株） 相談支援おらが家 0470-28-5558

104 匝瑳市 （福）野栄福祉会 しおさいホーム 0479-67-1151

105 匝瑳市 (福)九十九里ホーム 聖マーガレットホーム 0479-79-1905

106 匝瑳市 （福）野栄福祉会 指定特定相談支援事業所のさか学園 0479-67-5100

107 香取市 (福）ロザリオの聖母会 香取障害者支援センター 0478-79-6919

108 山武市 （特非）野花の会 相談支援たけのこ 0475-78-3425

109 いすみ市 いすみ市 福祉課 0470-62-1117

110 大網白里市 (福)ワーナーホーム パンプキンハウス 0475-77-6511

111 大網白里市 (福)ワーナーホーム 山武ブリオ 0475-77-6511

112 大網白里市 （福）翡翠会 山武みどり学園 0475-73-8688

113 大網白里市 (株)和光 マリン・ハウス 0475-77-1066

114 大網白里市 合同会社福祉の相談室 合同会社福祉の相談室 080-3227-2895

115 栄町 （福）印旛福祉会 児童発達支援センター安食 0476-36-4852

116 多古町 （社福）槇の実会 障害者相談支援センターひかり 0479-74-7733

117 多古町 合同会社きぼう 計画相談障がい支援事業所くれよん 0479-85-5623

118 横芝光町 (有)あいの手介護サービス ケアプランセンターあいの手 0479-80-1820

119 横芝光町 横芝光町 福祉課 0479-84-1257


