
 
 

★詳細は、各機関の番号（①～⑱）をご覧ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うちの子、ことばが遅れている。 

友達とうまく遊べない。 

発達障害かも？ 

気になることがあればお気軽にご相談ください。 
ことばが遅い コミュニケーションが取りづらい 集団行動ができない 
こだわりが強い  聴力が心配  重篤なアレルギー疾患がある  
障害かどうか心配  
 乳 幼 児 期   －   ・各区保健福祉センター健康課→⑨ 

 主 に 就 学 前 －   ・療育センター療育相談所→⑥（診断に関すること） 

 年長・小中学校 －   ・養護教育センター→①（相談全般について） 

             ・教育委員会教育支援課→②（就学手続について） 

             ・教育委員会保健体育課→③ 

 （健康面や食物アレルギーのこと） 

            ・各特別支援学校 

 ０～１８歳未満 －   ・児童相談所→⑧ 

 発達障害全般について ・発達障害者支援センター→⑦ 

発達や学習に関して 

特別支援学校はどこにあるの？特別支援学級・特別支援学校ってどんなところ？ 
 乳 幼 児 期   － ・幼保支援課→④（幼稚園のこと） 

           ・幼保運営課→⑤（保育所、認定こども園のこと） 

 就 学 前   － ・療育センター療育相談所→⑥ 

 就学前（年長） － ・養護教育センター→① 

           ・教育委員会教育支援課→② 

           ・各特別支援学校 

 小中学校    －  ・養護教育センター→① 

           ・教育委員会教育支援課→② 

                    ・各特別支援学校 

 

就学・進路について 

児童発達支援や放課後等デイサービスを利用したい 
 ・各区保健福祉センター高齢障害支援課→⑫ 

療育先を探したい 

就労について相談したい 
・発達障害者支援センター→⑦（就労準備、就労後の定着など総合的な支援） 

 ・千葉障害者職業センター→⑬（職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ支援） 

 ・各区保健福祉センター高齢障害支援課→⑫（就労移行支援事業所等の利用） 

・千葉障害者就業支援キャリアセンター→⑭（就労準備訓練、ジョブコーチ支援） 

 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 

  

就労について 

子供の養育 学校生活 性格・習慣 家族関係 家出や夜遊びなど 
で困っている 
 ０～１８歳未満 － ・児童相談所→⑧ 

                  ・各区保健福祉センター家庭児童相談室→⑪ 

 ２０歳未満 －   ・青少年サポートセンター→⑮ 

非行について 

障害のある子どもを預けるときの届出はどこにするの？ 
 ・各区保健福祉センターこども家庭課→⑩ 

  （保育所・園、認定こども園、子どもルームのこと） 

 ・児童相談所→⑧ 

  （１８歳未満の児童の入所施設について） 

福祉について 

子どものこと、家庭のことについて相談したい 
 ・児童相談所→⑧ 

 ・各区保健福祉センター家庭児童相談室→⑪ 

 ・子ども・若者総合相談センター→⑱ 

家庭支援について 

学校にいけない 外に出られずひきこもっている 

・教育センター→⑯（小・中・高等学校） 

 ・ひきこもり地域支援センター→⑰ 

 ・子ども・若者総合相談センター→⑱ 

不登校・ひきこもりについて 

連絡先一覧は次のページからです。 

特別な支援が必要な方への総合案内パンフレット 

 

千葉市特別支援連携協議会 

2022.10 

https://www.city.chiba.jp/kyoiku/gakkokyoiku/yogokyoiku/sougouannaipanfuretto.html 

 

 

 



  

① 

機関名 千葉市養護教育センター 

住所 千葉市美浜区高浜 3-2-3 

TEL 043-277-1199（9時～17時） 

HP https://www.city.chiba.jp/kyoiku/gakkokyoiku/yogokyoiku/index.html 

市内在住又は市内転居予定の 6～15歳（学齢）児童生徒及びその保護者等を対象に、障害等による学習や友達関係の悩みの相談を受け付けます。来所相談等

については、事前に申込が必要です。 

② 

機関名 千葉市教育委員会学校教育部教育支援課特別支援班 

住所 千葉市中央区問屋町 1-35 千葉ポートサイドタワー11階（R5.3 移転予定） 

TEL/FAX 043-245-5938（9時～17時）/043-246-6148 

HP https://www.city.chiba.jp/kyoiku/gakkokyoiku/kyoikushien/index.html 

 視覚、聴覚、肢体、病虚弱等に関する相談を県立特別支援学校の地域支援サービスに紹介します。また、特別支援学級・特別支援学校の転出入に関する相談を

行っています。（特別支援学級や特別支援学校への指導助言も行います。） 

③ 

機関名 千葉市教育委員会学校教育部保健体育課 

住所 千葉市中央区問屋町 1-35 千葉ポートサイドタワー11階（R5.3 移転予定） 

TEL/FAX 043-245-5943（9時～17時）/043-245-5982 

HP https://www.city.chiba.jp/kyoiku/gakkokyoiku/hokentaiiku/index.html 

市内在住又は市内転居予定の就学予定者（保護者）を対象に、就学時健康診断受診に関する相談を受け付けます。また、市内小中特別支援学校に在籍する児

童生徒の健康面や学校給食（食物アレルギー対応等）に関する相談を受け付けます。 

④ 

機関名 幼保支援課 

住所 千葉市中央区千葉港 2-1千葉中央コミュニティーセンター9階（R5.5 移転予定） 

TEL/FAX 043-245-5100（8時 30分～17時 30分）/043-245-5629 

HP http://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodomomirai/shien/yotien.html  

私立幼稚園についての相談や、幼稚園における幼児教育・保育の無償化を担当しております。私立幼稚園の空き状況や特別な支援を必要とするお子さんの入園

については、各園にお問い合わせください。 

https://www.city.chiba.jp/kyoiku/gakkokyoiku/yogokyoiku/index.html
https://www.city.chiba.jp/kyoiku/gakkokyoiku/kyoikushien/index.html
https://www.city.chiba.jp/kyoiku/gakkokyoiku/hokentaiiku/index.html
http://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodomomirai/shien/yotien.html


⑤ 

機関名 幼保運営課 

住所 千葉市中央区千葉港 2-1千葉中央コミュニティセンター9階（R5.5 移転予定） 

TEL/FAX 043-245-5727（8時 30分～17時 30分）/043-245-5894 

HP https://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodomomirai/unei/  

入所（園）前に、発達が気になるお子さんの面接を各区のこども家庭課と連携し行っています。また、保育所・認定こども園等に在籍しているお子さんの障害児保

育への移行の相談や専門機関の紹介を行っています。 

⑥ 

機関名 千葉市療育センター 療育相談所 

住所 千葉市美浜区高浜 4-8-3 

TEL 043-216-2401（直通）（9時～17時 15分） 

HP http://shafuku-chiba.jp/soudan.html 

心身の発達についての相談を受け、診察に基づき必要な支援を行う医療機関です。主に未就学児が対象です。相談には電話による予約が必要です。利用料は

保険診療の自己負担額を頂きます。 

⑦ 

機関名 千葉市発達障害者支援センター 

住所 千葉市美浜区高浜 4-8-3 

TEL/FAX 043-303-6088(9時～17時）/043-279-1353 

HP http://shafuku-chiba.jp/hattatsu.html 

市内在住の自閉症・アスペルガー症候群やその他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの発達障害がある本人・家族・支援する方々及び関

係機関を対象に、相談支援・発達支援・就労支援を行います。相談は予約制です。（検査・診断や療育訓練、職業紹介は行っておりません。） 

⑧ 

機関名 千葉市児童相談所 

住所 千葉市美浜区高浜 3-2-3 

TEL/FAX 
東部児童相談所（中央区・若葉区・緑区） 043-277-8820 

FAX 043-278-4371 
西部児童相談所（花見川区・稲毛区・美浜区） 043-277-8821 

HP http://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodomomirai/jidosodan/index.html  

児童相談所は、子どもの健やかな成長を願い、相談される方や子どもとともに考え、解決を図るための専門機関です。18歳未満の子どもに関するさまざまな問題

について、家庭その他からの相談に応じています。 

https://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodomomirai/unei/
http://shafuku-chiba.jp/soudan.html
http://shafuku-chiba.jp/soudan.html
http://shafuku-chiba.jp/hattatsu.html
http://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodomomirai/jidosodan/index.html


⑨ 

機関名 各区保健福祉センター健康課 

中央区 
住所:千葉市中央区中央 4-5-1（きぼーる） 

TEL:043-221-2581(8時 30分～17時 30分) FAX:043-221-2590 https://www.city.chiba.jp/chuo/hokenfukushi/kenko/index.html 

花見川区 
住所：千葉市花見川区瑞穂 1-1 

TEL：043-275-6295（8時 30分～17時 30分） FAX：043-275-6298 https://www.city.chiba.jp/hanamigawa/hokenfukushi/kenko/index.html   

稲毛区 
住所：千葉市稲毛区穴川 4-12-4 

TEL：043-284-6493（8時 30分～17時 30分） FAX：043-284-6496  https://www.city.chiba.jp/inage/hokenfukushi/kenko/index.html 

若葉区 
住所：千葉市若葉区貝塚 2-19-1 

TEL：043-233-8191（8時 30分～17時 30分）  FAX：043-233-8198  https://www.city.chiba.jp/wakaba/hokenfukushi/kenko/index.html 

緑区 
住所：千葉市緑区鎌取町 226-1 

TEL：043-292-2620（8時 30分～17時 30分） FAX：043-292-1804  https://www.city.chiba.jp/midori/hokenfukushi/kenko/index.html 

美浜区 
住所：千葉市美浜区真砂 5-15-2 

TEL：043-270-2213（8時 30分～17時 30分） FAX：043-270-2065  https://www.city.chiba.jp/mihama/hokenfukushi/kenko/index.html 

発達の気になるお子さんに関する相談を受け、必要に応じて専門機関をご紹介します。また、育児についての不安や困ったことなどについて、相談に応じます。 

⑩ 

機関名 各区保健福祉センターこども家庭課 

中央区 
住所：千葉市中央区中央 4-5-1（きぼーる 13階） 

TEL：043-221-2172（8時 30分～17時 30分）  FAX：043-221-2606 https://www.city.chiba.jp/chuo/hokenfukushi/kodomokatei/index.html 

花見川区 
住所：千葉市花見川区瑞穂 1-1 

TEL：043-275-6421（8時 30分～17時 30分） FAX：043-275-6318https://www.city.chiba.jp/hanamigawa/hokenfukushi/kodomokatei/index.html 

稲毛区 
住所：千葉市稲毛区穴川 4-12-4 

TEL：043-284-6137（8時 30分～17時 30分）  FAX：043-284-6182 https://www.city.chiba.jp/inage/hokenfukushi/kodomokatei/index.html 

若葉区 
住所：千葉市若葉区貝塚 2-19-1 

TEL：043-233-8150（8時 30分～17時 30分）  FAX：043-233-8178 https://www.city.chiba.jp/wakaba/hokenfukushi/kodomokatei/index.html 

緑区 
住所：千葉市緑区鎌取町 226-1 

TEL：043-292-8137（8時 30分～17時 30分）  FAX：043-292-8284 https://www.city.chiba.jp/midori/hokenfukushi/kodomokatei/index.html 

美浜区 
住所：千葉市美浜区真砂 5-15-2 

TEL：043-270-3150（8時 30分～17時 30分）  FAX：043-270-3291 https://www.city.chiba.jp/mihama/hokenfukushi/kodomokatei/index.html 

障害を持つお子さんの保育所（園）、認定こども園、子どもルームの入所の相談や申請に関すること、その他、お子さんの預け先に関する相談に応じています。 

https://www.city.chiba.jp/chuo/hokenfukushi/kenko/index.html
https://www.city.chiba.jp/hanamigawa/hokenfukushi/kenko/index.html
https://www.city.chiba.jp/inage/hokenfukushi/kenko/index.html
https://www.city.chiba.jp/wakaba/hokenfukushi/kenko/index.html
https://www.city.chiba.jp/midori/hokenfukushi/kenko/index.html
https://www.city.chiba.jp/mihama/hokenfukushi/kenko/index.html
https://www.city.chiba.jp/chuo/hokenfukushi/kodomokatei/index.html
https://www.city.chiba.jp/hanamigawa/hokenfukushi/kodomokatei/index.html
https://www.city.chiba.jp/inage/hokenfukushi/kodomokatei/index.html
https://www.city.chiba.jp/wakaba/hokenfukushi/kodomokatei/index.html
https://www.city.chiba.jp/midori/hokenfukushi/kodomokatei/index.html
https://www.city.chiba.jp/mihama/hokenfukushi/kodomokatei/index.html


⑪ 

機関名 各区保健福祉センター家庭児童相談室 

中央区 
住所：千葉市中央区中央 4-5-1（きぼーる・こども家庭課内） 

TEL：043-221-2151（月・火・木・金の 9時～16時）  FAX：043-221-2606 

花見川区 
住所：千葉市花見川区瑞穂 1-1（こども家庭課内） 

TEL：043-275-6445（月・水・木・金の 9時～16時）  FAX：043-275-6318 

稲毛区 
住所：千葉市稲毛区穴川 4-12-4（こども家庭課内） 

TEL：043-284-6139（月・火・木・金の 9時～16時）  FAX：043-284-6182 

若葉区 
住所：千葉市若葉区貝塚 2-19-1（こども家庭課内） 

TEL：043-233-8152（月・火・水・金の 9時～16時）  FAX：043-233-8178 

緑区 
住所：千葉市緑区鎌取町 226-1（こども家庭課内） 

TEL：043-292-8139（月・水・木・金の 9時～16時）  FAX：043-292-8284 

美浜区 
住所：千葉市美浜区真砂 5-15-2（こども家庭課内） 

TEL：043-270-3153（月・火・水・金の 9時～16時）  FAX：043-270-3291 

家庭相談員が、０～１８歳までの子どもと家庭のことについて、問題解決のお手伝いをしています。例えば、子どもの発達のこと、養育のこと、学校生活のこと、性

格・習慣のこと、家族関係のこと、家出や夜遊びで困っていることなど。必要に応じて学校への連絡や専門機関の紹介などを行っています。 

⑫ 

機関名 各区保健福祉センター高齢障害支援課 

中央区 
住所：千葉市中央区中央 4-5-1(きぼーる) 

TEL：043-221-2152（8時 30分～17時 30分）  FAX：043-221-2602 https://www.city.chiba.jp/chuo/hokenfukushi/koreishogai/index.html 

花見川区 
住所：千葉市花見川区瑞穂 1-1 花見川保健福祉センター１階 

TEL：043-275-6462（8時 30分～17時 30分） FAX：043-275-6317 https://www.city.chiba.jp/hanamigawa/hokenfukushi/koreishogai/index.html 

稲毛区 
住所：千葉市稲毛区穴川 4-12-4 稲毛保健福祉センター１階 

TEL：043-284-6140（8時 30分～17時 30分）  FAX：043-284-6193 https://www.city.chiba.jp/inage/hokenfukushi/koreishogai/index.html 

若葉区 
住所：千葉市若葉区貝塚 2-19-1 若葉保健福祉センター１階 

TEL：043-233-8154（8時 30分～17時 30分）  FAX：043-233-8251 https://www.city.chiba.jp/wakaba/hokenfukushi/koreishogai/index.html 

緑区 
住所：千葉市緑区鎌取町 226-1 緑保健福祉センター１階 

TEL：043-292-8150（8時 30分～17時 30分）  FAX：043-292-8276 https://www.city.chiba.jp/midori/hokenfukushi/koreishogai/index.html 

美浜区 
住所：千葉市美浜区真砂 5-15-2 美浜保健福祉センター1階 

TEL：043-270-3154（8時 30分～17時 30分）  FAX：043-270-3281 https://www.city.chiba.jp/mihama/hokenfukushi/koreishogai/index.html 

身体障害者（児）・知的障害者（児）の各福祉法の援助、身体障害者手帳・療育手帳の受付、障害者総合支援法の支給決定、各種給付（手当・医療費助成）等に

関する相談等を行っています。 

https://www.city.chiba.jp/chuo/hokenfukushi/koreishogai/index.html
https://www.city.chiba.jp/hanamigawa/hokenfukushi/koreishogai/index.html
https://www.city.chiba.jp/inage/hokenfukushi/koreishogai/index.html
https://www.city.chiba.jp/wakaba/hokenfukushi/koreishogai/index.html
https://www.city.chiba.jp/midori/hokenfukushi/koreishogai/index.html
https://www.city.chiba.jp/mihama/hokenfukushi/koreishogai/index.html


⑬ 

機関名 千葉障害者職業センター  

住所 千葉市美浜区幸町 1-1-3 ハローワーク千葉 4階 

TEL/FAX 043-204-2080（8時 45分～17時）/043-204-2083 

⑭ 

機関名 
千葉障害者就業支援キャリアセンター  

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 

住所 千葉市美浜区新港 43 

TEL/FAX 043-204-2385（9時～17時）/043-246-7911 

HP http://www.syougaisya-career.or.jp/ 

障害者手帳の有無に関わらず、障害のある方の就労に関するご相談をお受けしています。 

必要に応じて各機関と連携して支援を行います。ご来所でのご相談については、電話/mailでの予約が必要です。 

⑮ 

機関名 青少年サポートセンター 

全区 

中央区 

青少年サポートセンター中央     

住所：千葉市中央区千葉港 2-1 中央コミュニティセンター8階 

TEL：043-245-3700（9時～17時）FAX：043-382-7831 

若葉区 

東分室   

住所：千葉市若葉区千城台西 2-1-1 千城台市民センター2階 

TEL：043-237-5411（9時～17時）FAX：043-237-0316 

美浜区・稲毛区 

花見川区の一部 

西分室   

住所：千葉市美浜区高浜 3-1-3 千葉市教育会館 2階 

TEL：043-277-0007（9時～17時）FAX：043-277-9651 

緑区 

南分室   

住所：千葉市緑区おゆみ野 3-15-2  鎌取コミュニティセンター等複合施設１階 

TEL：043-293-5811（9時～17時） FAX：043-293-5813  

花見川区 

稲毛区の一部 

北分室   

住所：千葉市花見川区花見川 3-31-103  花見川市民センター等複合施設１階 

TEL：043-259-1110（9時～17時）FAX：043-259-5519 

不登校・いじめ・態度や行動の急変・深夜徘徊・交友関係の悩み・金品のらん費・無断外泊・怠学・飲酒・喫煙・乱暴・薬物など、青少年の問題にお困り・お悩みの方

の相談に応じています。 



 

⑯ 

機関名 千葉市教育センター 

住所 千葉市稲毛区轟町 3-7-9 

TEL 043-255-3702（9時～17時） 

HP https://www.city.chiba.jp/kyoiku/gakkokyoiku/kyoiku/index.html  

教育上の悩みをもつ幼児・小学生・中学生・高校生・高校生対象年齢の青少年及びその保護者を対象に相談を受け付けます。来所相談・電話相談・医療相談などが

あります。来所相談は事前に電話でのお申し込みが必要です。医療相談は一度来所相談でお話を伺ってからお申込みいただきます。 

⑰ 

機関名 千葉市ひきこもり地域支援センター 

住所 千葉市美浜区高浜 2-1-16（千葉市こころの健康センター内） 

TEL 043-204-1606（9時～17時） 

HP https://uwnchiba.net/other/hikikomori/  （ユニバーサル就労ネットワークちば HP） 

千葉市在住のひきこもり状態の方、そのご家族の方を対象に相談を受け付けます。センターでの相談以外でも、お近くの保健福祉センターやご自宅に伺いご相談を

お受けします。原則事前予約制になっていますので、まずはお電話でご連絡ください。本人、家族いずれも受け付けております。 

⑱ 

機関名 千葉市子ども・若者総合相談センター Ｌｉｎｋ（リンク） 

住所 千葉市美浜区 2-1-16（千葉市こころの健康センター内） 

TEL 050-3775-7007（月～金 9時～17時） 

HP https://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodomomirai/kenzenikusei/seishonen/sougousoudanncenter.html 

千葉市在住の 30歳代までの方とそのご家族を対象とした総合相談窓口です。学校のこと、家庭のこと、仕事のことなど、どのようなご相談でもお受けして、必要な場合

にはより専門的な支援機関にお繋ぎいたします。来所相談の他に、訪問、出張相談も行っております。いずれも原則事前予約制ですので、まずはご連絡ください。 

 

https://www.city.chiba.jp/kyoiku/gakkokyoiku/kyoiku/index.html
https://uwnchiba.net/other/hikikomori/

