教育
◆教育相談
電話番号

FAX番号

メールアドレス

横浜市特別支援教育総合センター

名称

対象

-

240－0044 横浜市保土ケ谷区仏向町845-2

郵便番号

所在地

045-336-6020

045-333-1455

-

特別支援教育センター（塚越相談室）
川崎市総合教育センター（溝口相談室）

-

212－0024 川崎市幸区塚越1-60
213－0001 川崎市高津区溝口6-9-3

044-541-3633
044-844-3700

044-511-3156
044-844-3604

-

https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000035427.html

-

https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000035427.html

ＨＰ
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodatekyoiku/kyoiku/sesaku/tokubetusien/soudan-madoguti.html

◆県立盲学校・ろう学校
名称

神奈川県立平塚盲学校
神奈川県立平塚ろう学校
横浜市立盲特別支援学校
横浜市立ろう特別支援学校
川崎市立聾学校
横須賀市立ろう学校

対象

幼・小・中・高（視覚障害）
幼・小・中・高（言語・聴覚障害）
幼・小・中・高（視覚障害）
幼・小・中・高（聴覚障害）
幼・小・中・高（聴覚障害）
幼・小・中・高（聴覚障害）

郵便番号

254-0047
254-0074
221-0005
240-0067
211-0053
238-0023

所在地

平塚市追分10-1
平塚市大原2-1
横浜市神奈川区松見町1-26
横浜市保土ケ谷区常盤台81-1
川崎市中原区上小田中3-10-5
横須賀市森崎5-13-1

電話番号

FAX番号

0463-31-0948
0463-32-0129
045-431-1629
045-335-0411
044-766-6500
046-834-1172

0463-31-5996
0463-32-1646
045-423-0284
045-333-4807
044-766-5174
046-834-0096

メールアドレス

ＨＰ

hsb44556-sb@pen-kanagawa.ed.jp

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/hiratsuka-sb/index.html

hirarou-sd@pen-kanagawa.ed.jp

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/hiratsukarou-sd/

ysmouinf@edu.city.yokohama.jp

https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/ss/yokomou/

ysyokoro@edu.city.yokohama.jp

https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/ss/ro/

KE400101@to.keins.city.kawasaki.jp

https://kawasaki-edu.jp/4/20101rou/

admini@rou-sd.yknet.ed.jp

https://schoolnet.edu.city.yokosuka.kanagawa.jp/schoolnet/special/251rou/

◆県立・市立特別支援学校（盲・ろう以外）
名称

神奈川県立鶴見養護学校
神奈川県立鶴見養護学校 岸根分教室
神奈川県立横浜南養護学校
神奈川県立保土ケ谷養護学校
神奈川県立保土ケ谷養護学校 横浜平沼分教室
神奈川県立保土ケ谷養護学校 舞岡分教室
神奈川県立金沢養護学校
神奈川県立金沢養護学校 横浜氷取沢分教室
神奈川県立みどり養護学校
神奈川県立みどり養護学校 新栄分教室
神奈川県立あおば支援学校
神奈川県立瀬谷養護学校
神奈川県立三ツ境養護学校
神奈川県立三ツ境養護学校 瀬谷西分教室
神奈川県立横浜ひなたやま支援学校
神奈川県立鎌倉養護学校 金井分教室
神奈川県立中原養護学校
神奈川県立中原養護学校 住吉分教室
神奈川県立高津養護学校
神奈川県立高津養護学校 生田東分教室
神奈川県立高津養護学校 川崎北分教室
神奈川県立麻生養護学校
神奈川県立麻生養護学校 元石川分教室
横浜市立港南台ひの特別支援学校
横浜市立本郷特別支援学校
横浜市立日野中央高等特別支援学校
横浜市立二つ橋高等特別支援学校
横浜市立上菅田特別支援学校
横浜市立中村特別支援学校
横浜市立中村特別支援学校 港南分教室
横浜市立北綱島特別支援学校
横浜市立北綱島特別支援学校 サルビア分教室
横浜市立若葉台特別支援学校
横浜市立東俣野特別支援学校
横浜市立浦舟特別支援学校
横浜市立左近山特別支援学校
川崎市立田島支援学校
川崎市立田島支援学校 桜校
川崎市立田島支援学校 さくら分教室
川崎市立中央支援学校
川崎市立中央支援学校 高等部分教室
川崎市立中央支援学校 小学部大戸分教室
川崎市立中央支援学校 小学部稲田分教室

対象

小・中・高（知的障害）
高（知的障害）
小・中・高（病弱）
小・中・高（知的障害）
高（知的障害）
高（知的障害）
小・中・高（知的障害・肢体不自由）
高（知的障害）
小・中・高（知的障害）
高（知的障害）
小・中・高（知的障害・肢体不自由）
小・中・高（知的障害）
高（知的障害）小・中・高（肢体不自由）
高（知的障害）
高（知的障害）
高（知的障害）
高（知的障害）小・中・高（肢体不自由）
高（知的障害）
小・中・高（知的障害）
高（知的障害）
高（知的障害）
小・中・高（知的障害・肢体不自由）
高（知的障害）
小・中・高（知的障害）
小・中・高（知的障害）
高（知的障害）
高（知的障害）
小・中・高（肢体不自由）
小・中・高（肢体不自由）
小・中・高（肢体不自由）
小・中・高（肢体不自由）
小・中・高（肢体不自由）
小・中・高（肢体不自由・高のみ知的障害併置）
小・中・高（肢体不自由）
小・中（病弱）
小・中・高（肢体不自由）
高（知的障害・肢体不自由）
小・中（知的障害・肢体不自由）
小（知的障害・肢体不自由）
中・高（知的障害・病弱）
高（知的障害）
小（知的障害・肢体不自由・病弱）
小（知的障害・肢体不自由・病弱）

郵便番号

230-0071
222-0034
232-0066
240-0026
220-0073
244-0814
236-0051
235-0043
226-0002
224-0035
227-0041
246-0005
246-0021
246-0004
246-0034
244-0845
211-0035
211-0021
213-0035
216-0003
214-0038
215-0013
225-0004
234-0054
247-0007
234-0053
246-0021
240-0051
232-0033
234-0054
223-0053
230-0012
241-0801
245-0065
232-0024
241-0831
210-0853
210-0832
210-0833
213-0011
211-0053
211-0041
214-0021

所在地

横浜市鶴見区駒岡4-40-1
横浜市港北区岸根町370（岸根高校内）
横浜市南区六ツ川2-138-4
横浜市保土ケ谷区権太坂1-8-1
横浜市西区岡野1-5-8（横浜平沼高校内）
横浜市戸塚区南舞岡3-36-1（舞岡高校内）
横浜市金沢区富岡東2-6-1
横浜市磯子区氷取沢町938-2（横浜氷取沢高校内）
横浜市緑区東本郷5-18-1
横浜市都筑区新栄町1-1（新栄高校内）
横浜市青葉区上谷本町109
横浜市瀬谷区竹村町28-1
横浜市瀬谷区二ツ橋町468
横浜市瀬谷区中屋敷2-2-5（瀬谷西高校内）
横浜市瀬谷区南瀬谷2-20
横浜市栄区金井町100（金井高校内）
川崎市中原区井田3-13-1
川崎市中原区木月住吉町34-1（住吉高校内）
川崎市高津区向ケ丘16
川崎市宮前区有馬3-22-1（川崎北高校内）
川崎市多摩区生田4-32-1（生田東高校内）
川崎市麻生区王禅寺303-１
横浜市青葉区元石川町4116（元石川高校内）
横浜市港南区港南台5-3-2
横浜市栄区小菅ケ谷3-37-12
横浜市港南区日野中央2-25-3
横浜市瀬谷区二ツ橋町470
横浜市保土ケ谷区上菅田町462
横浜市南区中村町4-269-1
横浜市港南区港南台4-6-20
横浜市港北区綱島西5-14-54
横浜市鶴見区下末吉3-6-1（済生会横浜市東部病院内）
横浜市旭区若葉台2-1-1
横浜市戸塚区東俣野町1103-1
横浜市南区浦舟町3-46
横浜市旭区左近山1011
川崎市川崎区田島町20-5
川崎市川崎区池上新町1-1-3
川崎市川崎区桜本1-9-15（さくら小学校内）
川崎市高津区久本3-7-1
川崎市中原区上小田中3-10-5（聾学校内）
川崎市中原区下小田中1-4-1（大戸小学校内）
川崎市多摩区宿河原3-18-1（稲田小学校内）

電話番号

FAX番号

メールアドレス

045-573-4787
045-439-3050
045-712-4046
045-714-0126
045-328-2010
045-823-9654
045-770-0456
045-778-1065
045-471-7941
045-591-6443
045-978-1161
045-302-1616
045-365-3711
045-300-0052
045-300-5611
045-852-4722
044-755-1632
044-430-1016
044-865-0477
044-870-1040
044-931-1020
044-980-4855
045-905-0037
045-830-5826
045-894-2952
045-844-3015
045-391-2131
045-382-0420
045-261-9863
045-831-7351
045-545-0126
045-576-3000
045-923-1300
045-851-9631
045-243-2624
045-352-1580
044-355-1240
044-299-2861
044-277-2120
044-844-1275
044-755-5666
044-766-3868
044-922-5735

045-584-8502
045-401-0138
045-742-9710
045-742-9716
045-328-2011
045-825-5412
045-775-4121
045-778-1066
045-474-4707
045-591-6472
045-978-1162
045-304-2950
045-361-9695
045-300-0053
045-303-2330
045-852-4738
044-752-7786
044-430-1017
044-877-2626
044-870-1041
044-931-1020
044-986-2517
045-905-0038
045-830-5753
045-894-2954
045-846-8448
045-391-2193
045-382-0413
045-261-9872
045-831-7352
045-545-0146
045-576-3559
045-923-1305
045-851-9632
045-243-2625
045-352-1582
044-333-6103
044-299-2874
044-287-4067
044-822-7072
044-755-5666
044-766-3868
044-922-5735

-

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/tsurumi-sh/

-

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/tsurumi-sh/bunkyoushitu.html

-

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/y-minami-sh/

-

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/hodogaya-sh/

-

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/hodogaya-sh/bumon/hiranuma.html

-

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/hodogaya-sh/bumon/maioka.html

-

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kanazawa-sh/

-

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kanazawa-sh/

-

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/midori-sh/

-

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/midori-sh/

-

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/aoba-sh/

-

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/seya-sh/

-

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/mitsukyo-sh/

-

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/mitsukyo-sh/bumon/bunkyoshitsu.html

-

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/y-hinatayama-sh/

-

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kamakura-sh/bumon/chiteki-kanaibun.html

-

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/nakahara-sh/

-

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/nakahara-sh/bumon/bun.html

-

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/takatsu-sh/

-

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/takatsu-sh/bumon/kawakita/kawakita-top.html

-

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/takatsu-sh/bumon/ikuhi/ikuhi-top.html

-

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/asao-sh/

-

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/asao-sh/

ys-khino@edu.city.yokohama.jp
-

ＨＰ

https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/ss/konandai-hino/
https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/ss/hongo/

yshinoch@edu.city.yokohama.jp

https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/ss/hinochuokoto/

ky-yh-futatsubashi@city.yokohama.jp

https://www.edu.city.yokohama.jp/sch/ss/futatsubashikoto/

ky-yh-kamisugeta@city.yokohama.jp

https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/ss/kamisugeta/

ky-yh-nakamura@city.yokohama.jp

https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/ss/nakamura/

-

https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/ss/nakamura/index.cfm/1,0,59,html

yskitatu@edu.city.yokohama.jp

https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/ss/kitatsunashima/

s_sakai@tobu.saiseikai.or.jp

https://www.tobu.saiseikai.or.jp/salvia/

-

https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/ss/wakabadai/

-

https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/ss/higashimatano/

ysurafun@edu.city.yokohama.jp

https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/ss/urafune/

yssakony@edu.city.yokohama.jp

https://www.edu.city.yokohama.jp/school/ss/sakonyama/

-

https://kawasaki-edu.jp/4/70102tazima/

-

https://kawasaki-edu.jp/4/70203tazima-sakurakou/

-

https://kawasaki-edu.jp/2/707sakura/index.cfm/7,0,15,136,html

-

https://kawasaki-edu.jp/4/30105tyuou/

-

https://kawasaki-edu.jp/4/20308tyuou-koubun/

-

https://kawasaki-edu.jp/4/20206tyuou-otobun/

-

https://kawasaki-edu.jp/4/40107tyuou-inadabun/

