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Ⅰ 卒業後の生活に向けて
学校卒業後の生活が，一人一人の児童生徒自身にとって（あるいは保護者にとっても），「自分らしく」

「豊かで，充実した生活」でありたいと考えます。

自分なりの卒業後のライフプラン（将来像）を考えながら，それを目指し実際に生活を送ることができ

るように努力することが進路の取り組みだと思います。その努力には様々なことが含まれます。たとえば，

健康面や基本的な生活能力，社会的な生活能力を培っていくことなどがあげられます。これらはすぐに身

に付けくものではありません。日々の生活の中で目的意識をもってしっかりと生活したり学習したりして

いくことが大事です。

学校（主に高等部）での進路の取り組みとしては「進路先見学」や「産業現場等における実習（現場実

習）」，「校内実習」，「進路学習会」などがあります。現場実習では実際に事業所で働く体験をしたり，施

設で集団での生活を体験したりします。こうした体験をとおして自分で考え，判断してよりよい進路選択

（決定）ができるようにしたいと考えています。

一人一人の児童生徒が成長していくと共に保護者や学校，地域，関係機関（養育園，袖ケ浦のびろ学園，

びっき，児童相談所，福祉課等）といった周りのサポートも大事です。みんなで力を合わせて卒業時の進

路選択（決定）及びその後のより豊かなで充実した生活に向けて準備をしていきましょう。

一人一人の進路の選択の機会を広げるために

卒業時の進路選択については児童生徒自身の希望や保護者のねがいが実現するかどうかですが，そのた

めには生徒自身が成長していくこと（促していくこと）が大事です。

下記のことはその例です。生活や学習活動の中で培っていくようにしましょう。

○基本的な生活習慣の確立と健康

・健康（栄養を考え３食きちんと食べる，生活リズム，体力，衛生，身体的発達など）

・運動能力（姿勢，移動，手先の器用さなど）

・日常生活能力（食事，排せつ，着替え，身だしなみ，掃除，洗濯など）

＊家庭での手伝いは積極的に行いましょう。（役割意識や責任感の芽生え）

＊年齢相応のマナーや行動を身に付けていくようにしましょう。

○社会性，対人関係の広がり

・情緒の安定

・挨拶や返事

・コミュニケーション（発語，意思表示など）

・様々な人と協力していける力（集団生活への適応）

＊様々な人と関わり，だれからでも支援を受けることができるということが大切です。

○生活経験の広がり

・お金の利用，電話の利用，交通機関の利用，時間の理解，余暇の活用など

＊福祉制度を利用して施設の体験的な利用をしてみましょう。（「短期入所」「日中一時支援事業」など）

○働く力の伸長

・意欲，態度，集中力，責任感，持続力，技能的なこと，知識や指示を理解する力の向上

＊作業学習，係仕事，日常の自分の仕事や役割を果たす，手伝いなどの中には様々な要素が含まれま

す。小さい時からの積み重ねが大事です。

＊どのような仕事があるのか，自分はどんな仕事ができるのかなどを考えていくことも大切です。
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進路活動を進めていく中で考えていきたいこと

○自分自身のこと（お子さんのこと）をよく知る（理解する）ことが大事です。分かっているとは思いま

すが，もう一歩踏み込んでみましょう。そしてより一層「力」をつけていけるように努めましょう。

・得意なことはなにか。苦手なことはなにか。（できること，できないこと）

＊良い点を知り（認めて），更に伸ばす。課題となることを克服するための努力をしましょう。

・進路のことについてどのように考えているのか，感じているのか，将来の生活をどのように過ごした

いのか（過ごしてほしいのか）を考えていきましょう。

○進路についての情報を集め，体験を踏まえながら考えていけるようにしていきましょう。

・どこに，どのような施設があるか，どのような取り組みをしているのかなど，情報の収集に努めてく

ださい。実際に施設と連絡をとって見学をしてみましょう。利用状況についても確認しましょう。

＊周りの様子に気をとられすぎることや，誤った情報に左右されることのないように注意してくださ

い。「人は人，自分は自分」なのです。

・将来のことを踏まえ，事業所での働く体験はとても大事です。高等部では「産業現場等における実習

（現場実習）」としてそうした機会を設けています。福祉施設については日頃から介護給付の短期入

所（ショートステイ）などを利用し，積極的に施設を利用することも有意義です。

○各市町村の福祉課に相談にいくことも大事なことです。児童施設に入所している場合は利用している施

設や各児童相談所と相談をしましょう。

○保護者については地域の親の会などへ積極的に参加することも大事です。そのような場で知る進路につ

いての情報や貴重な体験談は参考になると思います。また，地域には様々な支援センターやサービス事

業者があると思いますのでそうしたところを活用していくことも良いでしょう。

福祉サービスの利用について

○基本的な仕組み

自立支援給付：障害者本人が利用したいサービスを選択し，サービスを提供する事業者・施設と直接契約

してサービスを利用する制度です。利用したサービス費用の１割を利用者が負担し残りを

給付費として国や県が負担します。食事などの実費は利用者が負担します。費用について

は助成がある市町村もありますので確認してくださいい。

地域生活支援事業：利用の手順は自立支援給付と同じです。各市町村独自の事業となるので自治体毎に事

業内容が若干異なります。利用料の１割を利用者が負担します。助成がある場合もあるの

で各市町村に確認してくださいい。

○受けられるサービス

・日中活動としては福祉施設などで訓練や生活介護を受けるものや，緊急時に一時的に施設を利用でき

る短期入所，居宅介護のように自宅でサービスを利用するものなどがあります。住居に関しては障害

者福祉施設での生活支援やグループホームなどの利用に係わる支援があります。

○サービスを利用するために

・居住地の市町村の窓口（市役所，町村役場の福祉課）で福祉サービス利用に向けて手続きを行います。

・支給決定を受けると自立支援給付事業については「受給者証」，地域生活支援事業については「利用

者証」の交付を受けます。申請をする時には事前に福祉課に電話連絡をして申請に必要な書類などの

確認をしてから日時を決めて窓口に行くと良いでしょう。

・「受給者証」は１８歳前に交付されたものは児童を対象とするものなので，１８歳になる時には改

めて成人用にする手続きをします。１８歳以上の方は障害支援区分の認定を受けることになります。

・手続き後は利用したいサービスを提供する事業者や施設と連絡を取り，利用契約をしていきます。

・障害児施設（養育園・袖ケ浦のびろ学園・びっきなど）に入所している児童生徒が成人福祉施設の体

験利用を希望する場合は児童施設や児童相談所，居住地の福祉課とよく相談して進めましょう。
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Ⅱ 卒業後の進路先

進 学 ・専門学校等

訓練校 ・千葉県立障害者高等技術専門校 など

縁 故

就 職 ・製造業 小売業 清掃・クリーニング業

職 安 ＊一般企業，特例子会社等

職 親

特 介護給付 療養介護（医療型）

別

支 生活介護

援

学 施設入所支援

校

卒 短期入所

業

共同生活介護（グループホーム）

福

祉

サ

｜ 訓練等給付 自立訓練（機能訓練）

ビ 自立訓練（生活訓練）

ス

事 就労移行支援

業

所 就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型

共同生活援助（グループホーム）

地域生活支援事業 日中一時支援

地域活動支援センター

福祉ホーム

家業に従事（自営業）

在 家 庭 家事手伝い

自宅保護，療養
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Ⅲ 進路先の概要

（１） 就 職
職業安定所（ハローワーク）が紹介斡旋をした就職。

◎一般企業 製造業，小売業，清掃，クリーニング業 など

縁故

◎特例子会社・・・・会社の事業主が障害者のための特別な配慮をした子会社を設立し，一

定の要件を満たす場合には，その子会社に雇用されている障害者を親

会社や企業グループ全体で雇用されているものとして算定できる。こ

のようにして設立経営されている子会社が，特例子会社です。

＊特例子会社は一般企業の子会社として運営されています。実習や見学な

どは，一般企業と同じような進め方で行います。

◎職親・・・・・・・厚生労働省が事業主などに更生に必要な生活指導及び技能習得訓練を

一定期間（１年毎に更改）委託し，雇用の促進と職場における定着性

を高めることを趣旨とした制度です。

・職親に対しては委託費が支給される。

・窓口は各市町村福祉課（福祉事務所）

（２） 進 学

◎四年制大学 ◎短期大学 ◎各種専門学校

（３） 訓 練 校

障害者職業能力開発校

障害のある方を対象とした職業訓練の専門校である障害者職業能力開発校を全国１９校に設置

し，個々の障害に配慮したきめ細かい職業訓練を実施しています。



- 5 -

◎千葉県障害者高等技術専門校

住所 〒266-0014 千葉県千葉市緑区大金沢町470 電話 043(291)7744

○自力通学が可能な者。

○自立を目指して就職しようとする障害者に対して，各人の能力に適応した訓練を行い，生活の安

定と実社会に参加できる技能者を養成することを目的としています。

訓練課目 定 員 訓練期間 訓 練 の 主 な 内 容 等 選考日 備 考

基 基礎実 ２０名 １年 生産，流通等の各種作業訓練をとおして 願書受付10月 選考方法

礎 務コー 基礎的技能の習得とともに，職業人として 選考例年 ・面接

実 ス 必要な社会適応能力の養成をする。 １１月末頃 ・作業検査

務 ・職業適性

科 短期実 ５名 ６ヶ月 各種サービス業の実習をとおしてビジネ ４月入校 検査

務コー スマナー，作業習慣等の習得を目指す。 ２月上旬

ス 10月入校

８月下旬

※上記の表は知的障害者を対象とするもの。身体障害者のためのコースもあります。

〇入校資格 療育手帳または判定書を有する者で，次の各項に該当する者。

①日常生活に他人の介護を必要としない者

②就業の意志を有し，職業訓練に耐えることができる者

③身体に疾病または障害を有する者については，その疾病または障害が固定しており，訓練受講上

支障とならない者

④原則として義務教育を修了した者

⑤自力通校が可能な者

・入校生の特典

①授業料は無料です。

②訓練に必要な工具類，教材類は無償で貸与されます（但し教科書等は自己負担です）。

③訓練修了者には修了証書を授与し，公共職業安定所を通じて就職の斡旋を行います。

＊＊＊＊障害者委託訓練＊＊＊＊

求職活動中の障害者を対象とした職業訓練を社会福祉法人やＮＰＯ法人，事業所に委託して実施し

ています。詳しくは千葉県障害者高等技術専門校に問い合わせてくださいい。

＊千葉県以外の職業能力開発校

＜東京都＞ 【東京障害者職業能力開発校】

所在地 〒187-0035 東京都小平市小川西町2丁目34番1号 電話 042(341)1411

＜神奈川県＞【神奈川障害者職業能力開発校】

所在地 〒252-0315 神奈川県相模原市南区桜台13-1 電話 042(744)1243
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（４）障害者福祉サービス

◎福祉作業所・・○各市の福祉作業所

市での運営または各市より委託された民間の事業所が運営しています。

卒業後，利用したい場合は，各市の福祉課または福祉協議会に申請を行います。

障害者福祉サービスⅠ（介護給付）

◎居宅介護・・・・ホームヘルプサービス。自宅で入浴，排せつ，食事の介助などを行います。

◎重度訪問介護・・重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に自宅で，入浴，排せつ，食事の介護

外出時における移動支援などを総合的に行います。

◎行動援護・・・・自己判断力が制限されている人が行動する時に，危険を回避するために必要な支援，

外出支援を行います。

◎重度障害者等包括支援・・介護の必要性がとても高い人に，居宅介護等複数のサービスを包括的に行い

ます。

◎短期入所（ショートステイ）・・自宅で介護する人が病気の場合などに，短期間，夜間も含め施設で入

浴，排せつ，食事の介護などを行います。

◎療養介護・・・・医療と常時介護を必要とする人に，医療機関で機能訓練，療養上の管理，看護，介護

及び日常生活の世話を行います。

◎生活介護・・・・常に介護を必要とする人に，昼間，入浴，排せつ，食事の介護等を行うとともに創作

的活動または生産活動の機会を提供します。

◎障害者支援施設での夜間ケアなど（施設入所支援）・・施設に入所する人に，夜間や休日，入浴，排せ

つ，食事の介護などを行います。

◎共同生活介護（グループホーム）・・・夜間や休日，共同生活を行う住居で，入浴，排せつ，食事の援

助，掃除，洗濯，買い物，日常生活関連動作の支援を行います。

緊急時の応急対策や健康管理，服薬管理，金銭管理の援助。

障害者福祉サービスⅡ（訓練等給付）

◎就労移行支援事業・・・一般就労などを目指して事業所内や企業における作業や実習。適正にあった職

場定着のための支援などを実施しています。

就労に向けての作業訓練などを行い期間は２年間。作業工賃がもらえます。

※２年の訓練機関のうちに，社会自立を目指します。

◎就労継続支援Ａ型・・・通所により雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに，一般就労に，

必要な知識，能力が高まった者について，一般就労を目指しての支援を行い

ます。
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◎就労継続支援Ｂ型・・・通所により就労や生産活動の機会を提供（雇用契約は結ばない）するとともに，

一般就労に必要な知識，能力が高まった者について，一般就労を目指しての支

援を行います。作業工賃がもらえます。

＊就労継続支援Ｂ型の利用について

・今年度より，卒業後にＢ型事業所を利用する場合は、在学中にアセスメントを受ける必要があり

ます。【＊アセスメントとは：体験をしたり面談をしたりして，事前に本人の実態を把握したり

評価したりすることです】

・アセスメントを踏まえて，進路先を検討することになります。

・Ｂ型事業所を希望の際は，市の障害者支援課、相談支援支援事業所（計画相談）、学校（担任お

よび進路担当）に御相談くださいい。

◎自立訓練・・（生活訓練）食事や家事などの日常生活能力を向上するための支援をします。通所による

訓練を原則にしています。作業訓練よりも，生活訓練を中心に行います。

（機能訓練）理学療法士や作業療法士の身体的リハビリテーションや日常生活上の支援を

行っています。通所による訓練を原則にしています。

※期間は２年間。

◎グループホーム・・ 食事の援助，掃除，洗濯，買い物日常生活関連動作の支援を行います。

（共同生活援助） 緊急時の応急対策や健康管理，服薬管理，金銭管理の援助を行います。

地域生活のルール，コミュニケーション支援，余暇活動の支援を行います。

地 移動支援 円滑な外出のための移動を支援

域

生 支 日中一時支援 施設等で一時的に受ける日中の活動や支援

活 援

事 地域活動支援センター 創作活動や生産活動を提供する施設

業

◎生活ホーム

◎独立した生活を求めている，あるいは家庭における養育が困難な障害者に対し居室などを提供し，日

常生活及び社会適応に必要な各種の援助を行う民間の住宅です。

○千葉県独自の制度です。自立支援給付の対象外です。各市町村の福祉課に御相談くださいい。

・食費，日常諸費及び公益費などは実費負担。

上記の表にあるサービスを組み合わせて利用し，日中の活動と住まいの場（夜間の生活）を確保し，自

分なりの生活を組み立てていくことになります。実際の利用については各市の福祉課やサービス事業者，

サービス相談事業者と相談をして進めていくことになります。市によって申請の時期などが，若干異なる

ことがありますが，おおむね１８歳の誕生日，３ヶ月前頃には具体的な相談に出向いてみてください。
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Ⅳ 近隣の福祉サービス事業所一覧 平成28年4月1日現在

＜袖ケ浦市内＞ 知：知的障害，身：身体障害，精：精神障害

No 対象 サービス事業所名 事業名 所在地 ／電話

１ 知 【（社福）いずみ会 】 生活介護 上泉東萩原1767-21
袖ケ浦学園 施設入所支援 0438(75)4585

短期入所

２ 知 【（社福）嬉泉】 生活介護 三ツ作1927
袖ケ浦ひかりの学園 施設入所支援 0438(62)9121

短期入所

３ 知・身・精 【（社福）嬉泉】 生活介護 大曽根862番地１
袖ケ浦市福祉作業所 うぐいす園 就労継続支援Ｂ型 0438(63)2266

４ 知・身・精 【ＮＰＯ法人 ぽぴあ】 生活介護 福王台3－12－6
ぽぴあデイサービスセンター 0438(60)7131
ゆめの木

５ 知・精 ぽぴあキャリアセンター 就労移行支援 横田1197－1
チャレンジ 自立訓練 0438(75)6750
花ゆら 生活訓練

６ 知・身・精 ぽぴあ福祉作業センターそらいろ 就労継続支援Ｂ型 蔵波25－2
0438(40)5831

７ 知・精 ぽぴあ仕事センターふれあ 就労継続支援Ｂ型 林925-1
スマイル 0438(38)6148

８ 知・精 ぽぴあ仕事センターふれあ 就労継続支援Ｂ型 林925-1
にじいろ 0438(38)6148

９ 知・精 ぽぴあ仕事センター ライズ 就労継続支援Ａ型 のぞみ野66-1
エース ふれっしゅ 就労継続支援Ｂ型 0438(53)7226

10 知・精 【特定非営利活動法人就労生活定着支援センターリーブ】 自立訓練 蔵波台5－1－10
就労サポートリーブ 就労移行支援

就労継続支援Ｂ型 0438(63)6334

11 知・精 リーブカンパニー 就労継続支援Ａ型 蔵波台7－16－13
0438(53)7075

12 知・身・精 【（社福）博和会】 生活介護 戸国飛地382－1
わたぼうし 短期入所 0438(60)5800

13 知・身・精 【楽笑会】 就労継続支援Ａ型 飯富441-2
袖ケ浦きのこ村 就労継続支援Ｂ型 0438(42)1936

14 知・身・精 【（社福）柊の郷】 生活介護 林437-1

上総 共同生活援助 0438(53)8062

15 知・身・精 【（社福）大久保学園】 生活介護 代宿字穴田102-2

代宿地域支援センターけやき 共同生活介護 0438-53-7626

16 知 【（社福）大久保学園】 就労継続支援Ｂ型 蔵波台4-12-7

ジョブくらなみ 0438-53-7250
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17 知 【（社福）かずさ萬燈会】 生活介護 吉野田144

かんてら 就労移行 0438(75)8188

18 知 【（社福）佑啓会】 生活介護 蔵波3312-1

ふる里学舎 蔵波 就労移行 0438-64-0890

就労継続支援Ｂ型

施設入所支援

短期入所

＜市原市内＞

No 対象 サービス事業所名 事業名 所在地

１ 知 【（社福）佑啓会】 生活介護 今富1110－1
ふる里学舎 施設入所支援 0436-36-7611

短期入所

２ 知 ふる里学舎きせつ館 就労移行支援 今富1110－1
就労継続支援Ｂ型 0436(36)7611

３ 知 ふる里学舎しぜん工房 就労移行支援 今富1110－1
0436(36)7611

４ 知 ふる里学舎しぜん工房デイセンター 自立訓練 今富1110－1
0436(36)7611

５ 身 静風荘 生活介護 今富997－1
施設入所支援 0436(37)7511
短期入所

６ 知 【（社福）ききょう会】 生活介護 吉沢117
吉沢学園 施設入所支援 0436（98)1562

短期入所

７ 知 ジョブハウス・もみの木 就労継続支援Ｂ型 牛久882－6
0436(92)5757

８ 知 【（社福）九曜会】 生活介護 犬成字湯武倉台650
市津学園 0436(74)4134

９ 知・身 千原更生園 生活介護 犬成字湯武倉台650
施設入所支援 0436(75)0411
短期入所

10 知 ぽれぽれ 地域活動支援センターⅡ型 市原市辰巳台東5－8－7
0436(75)4229

11 知 【（社福）クローバー会】 生活介護 村上1587
クローバー学園 施設入所支援 0436(23)1540

短期入所

12 知 第２クローバー学園 生活介護 椎津3085
施設入所支援 0436(60)5115
短期入所

13 身 【（社福）宝樹】 生活介護 畑木246－2
太陽の丘ホーム 施設入所支援 0436(60)3266

短期入所
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14 知・身 【ＮＰＯ法人 しいの木会】 生活介護 糸久45－2
シーモック 就労継続支援Ｂ型 0436(63)3180

15 身・知・ 【ＮＰＯ法人 明高舎】 生活介護 米原字石田1028
精 山の家 就労継続支援Ｂ型 0436(89)3124

16 知・精 【ＮＰＯ法人 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ高根】 生活介護 中高根1444－1
ケア・エリア 0436(95)5351

17 身・知 【（社福）佑啓会】 就労継続支援Ｂ型 五井5375
0436(23)0018

市原市五井福祉作業所

18 身 福祉会館 地域活動支援センターⅡ型 五井5375
0436(23)1331

19 身・知・ 【（社福）ききょう会】 就労継続支援Ｂ型 海士有木259
精 市原市三和福祉作業所 生活介護 0436(36)8290

20 身・知・ 【(株)アースプロテクト】 就労継続支援Ａ型 西国分寺台1－1－14
精 アースプロテクト （房州屋） 0436(26)2030

21 知・身・ 【ＮＰＯ法人 ＩＣＣ】 地域活動支援センターⅠ型・Ⅲ型 市原市惣社1－1－23
精 ＩＣＣショップ 0436(98)5139

22 身 【アイズ（有）】 生活介護 市原市椎津657
あいず市原デイサービス 0436(61)6685

23 身 ワークフィールドインク 小規模福祉作業所 ちはら台南3－19－3
0436(50)5107

24 知・精 【ＮＰＯ法人 ＴＲＹあんぐる】 地域活動支援センターⅡ型 姉崎西3－8－5
ＴＲＹあんぐる 0436(62)4545

2５ 知 【（株）エスプールプラス】 就労移行支援 今富1058-1
障害者就職塾 0436(20)5031

五井中央西2-8-33
0436(79)0222

＜木更津市内＞

No 対象 サービス事業所名 事業名 所在地

１ 知・精 【(株)オーノ】 自立訓練 長須賀2440
メンタルステーションオーノ 就労継続支援Ｂ型 0438(23)0465

２ 知 【（社福）みづき会】 生活介護 下郡2275－1
上総喜望の郷 施設入所支援 0438(40)7011

短期入所

３ 知 上総ゆうゆうの郷 生活介護 下郡2270－1
施設入所支援 0438(40)7012
短期入所

４ 身 上総あいらいの郷 生活介護 下郡2270－1
施設入所支援 0438(40)7013
短期入所

５ 身 あおばの里 生活介護 下郡2270－1
0438(53)5885
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６ 知・精 【ＮＰＯ法人 あゆみ会】 自立訓練 久津間1780－2
あゆみ会作業所 就労継続支援Ｂ型 0438(41)7880

７ 知 【（社福）かずさ萬燈会】 生活介護 井尻1153
木更津中郷丸 0438(97)8555

８ 知・身 【木更津市社会福祉協議会】 生活介護 潮見2－13－5
木更津市あけぼの園 自立訓練 0438(25)2345

就労継続支援Ｂ型

9 精・身・知 【ＮＰＯ法人コミュニティワークス】 就労継続支援Ｂ型 文京6－4－4
地域作業所ｈａｎａ 0438(20)3751

10 精・身・知 【ＮＰＯ法人コミュニティワークス】 就労継続支援Ｂ型 矢那1879-1
地域作業所ｈａｎａhaco 生活介護

0438(38)4368

11 知 【（社福）佑啓会】 就労移行支援 新田1－5－23
ふる里学舎木更津 就労継続支援Ｂ型 0438(40)5988

12 知・精・身 【ＮＰＯ法人 一粒舎】 就労継続支援Ｂ型 大稲54－2
一粒舎 0438(73)0090

13 知・精・身 【(株)チャレンジドジャパン】 就労移行支援 清見台3－8－10
就労支援センター 大翔ビル3Ｆ

ひゅーまにあ上総 0438(38)6582

14 身・知・精 【ＮＰＯ法人 井戸端介護】 生活介護 中央1－4－11
井戸端介護 自立訓練 0438(22)0386

15 知・精・身 【ＮＰＯ法人 農道】 就労継続支援Ｂ型 文京2-6-38
オリーブファームかずさ 0438(55)7609

16 身 【木更津市社会福祉協議会】 自立訓練 潮見2-9
身体障害者リハビリセンターあくてぃぶ （機能訓練） 0438-20-2080

＜君津市内＞

No 対象 サービス事業所名 事業名 所在地

１ 知 【（社福）教友会】 生活介護 尾車635－1
たびだちの村・君津 0439(32)2372

２ 知 たびだちの村・ＢＩＳＹＡ 生活介護 尾車635－1
就労継続支援Ｂ型 0439(32)2372

３ 知 【(株)コッペ】 就労継続支援Ｂ型 中野5－6－15
コッペ 0439(56)2015

４ 知 【君津市社会福祉協議会】 福祉作業所 外箕輪1039－5
君津福祉作業所ふたば園 0439(55)8234

５ 知 福祉作業所 坂田396－4
君津福祉作業所ミツバ園 0439(54)2948

６ 知 【君津市手をつなぐ親の会】 福祉作業所 糠田103
君津福祉作業所つばさ園 0439(32)4790

７ 身 【ＮＰＯ法人 麟 】 生活介護 六手401－1
デイサービス麟 0439(27)0831
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８ 身・知 ファミリーサポートきらら 生活介護 北子安1－12－21
デイサービスセンター 0439(50)0710

９ 知・精 福祉会 つくしんぼ 地域活動支援センターⅢ型 高水50
0439(29)2311

10 知・精 【（社福）アルムの森】 生活介護 郡2-2-3
ピッチ－の丘 日中一時 0439(27)1600

＜富津市内＞

No 対象 サービス事業所名 事業名 所在地

１ 知 【（社福）アルムの森】 生活介護 千種新田784
ハイジの丘学園 0439(65)5165

２ 知 ペーターの丘 生活介護 篠部1457
就労継続支援Ｂ型 0439(88)2080

３ 知 おんじぃの家 就労継続支援Ｂ型 千種新田字中諏訪943
0439(88)2080

４ 身 【（社福）あすなろ会】 生活介護 相川503
どんぐりの郷 0439(67)1600

５ 知 【（社福）博光会】 生活介護 豊岡3535－1
豊岡光生園 施設入所支援 0439(68)1711

短期入所

６ 知 湊ひかり学園 生活介護 湊934－18
0439(70)6552

７ 知 太陽のしずく 生活介護 湊1070－3
0439(67)3711

８ 知 【（社福）ミッドナイト・ミッションのぞみ会】 川名1436－1
望みの門新生舎 0439(87)8826

９ 知・精 【（社福）南山会】 青木2-20-16
グループホーム 憩いの里 富津 0439(87)9028

その他の福祉サービス事業
○自立支援給付や地域生活支援事業の対象になるサービスがあります。

詳しくは各市町村の福祉課，またはサービス提供者（事業者等）に問い合わせてくださいい。

＜児童デイサービス＞

No 市 サービス事業所名 事業名 所在地

１ 袖ケ浦市 【（社福）佑啓会】 児童デイサービス 蔵波3312－1
ふる里学舎 じどう館 0438(62)2748

２ 袖ケ浦市 【（社福）博和会】 児童デイサービス 戸国飛地382－1
わたぼうし 0438(60)5800
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３ 袖ケ浦市 【（社福）袖ケ浦市社会福祉協議会】 児童デイサービス 飯富1604
0438(63)3888

４ 市原市 【（社福）佑啓会】 児童デイサービス 椎津1131（市原市姉崎保健福祉センター内）
ふる里学舎アネッサデイセンター 0436（60）7677

５ 市原市 【（社福）ききょう会】 児童デイサービス 牛久882－6
こどもステーション牛久 0436(92)0025

６ 市原市 【市原市発達支援センター】 児童デイサービス 海士有木225－4
0436(36)6097

７ 市原市 あすたあ 児童デイサービス 五井5800－21
0436(23)1169

８ 市原市 あすたあ共育センターこどもランド 児童デイサービス 松崎635－1
0436(36)8556

９ 市原市 【（社福）ききょう会】 児童デイサービス 東国分寺台3－10－15
こどもステーション東国分寺台 0436(20)0039

10 市原市 【（社福）のゆり会】 児童デイサービス 牛久956－3
のぞみ発達相談室うしく 0436(53)5222

11 木更津市 のぞみ発達相談室きさらづ 児童デイサービス 真里谷2374－1
0438(53)5222

12 君津市 【(有)きらら】 児童デイサービス 南久保2－9－8
ひるがお南久保 0439(50)0710

13 君津市 ひるがお郡 児童デイサービス 郡3－9－3
0439(27)0909

14 富津市 【ＮＰＯ法人 シェーネ・ルフト】 児童デイサービス 下飯野1158－2
シェーネ・ルフトデイサービスセンター 0439(52)7473

Ⅴ 関係機関
（１）児童相談所

○児童のあらゆる問題について相談に応じ，必要な調査及び医学的，心理学的，社会学的判定を行い，

適切な指導と措置を行います。

名 称 所 在 地 電話

中央児童相談所 〒263-0016 千葉市稲毛区天台１－１０－３ ０４３（２５３）４１０１

東上総児童相談所 〒297-0029 茂原市高師３００７－６ ０４７５（２７）１７３３

市川児童相談所 〒272-0026 市川市東大和２－８－６ ０４７（３７０）１０７７

柏児童相談所 〒277-0831 柏市根戸４４５－１２ ０４（７１３１）７１７５

銚子児童相談所 〒288-0813 銚子市台町２１８３ ０４７９（２３）００７６

君津児童相談所 〒299-1151 君津市中野４－１８－９ ０４３９（５５）３１００

千葉市児童相談所 〒261-0003 千葉市美浜区高浜３－２－３ ０４３（２７７）８８８０

（２）福祉課・福祉事務所（主なところ）

地域・名称 所 在 地 電話

袖ケ浦市 障がい者支援課 〒299-0292 袖ケ浦市坂戸市場1-1 ０４３８（６２）２１１１

君津市 障害福祉課 〒299-1192 君津市久保2-13-1 ０４３９（５６）１１８１

木更津市 障害福祉課 〒292-8501 木更津市潮見1-1 ０４３８（２３）７１１１

富津市 福祉事務所 〒293-8506 富津市下飯野2443 ０４３９（８０）１２５９

市原市 障がい者支援課 〒290-8501 市原市国分寺台中央1-1-1 ０４３６（２３）９８１５
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千葉市 障害福祉課 〒260-0026 千葉市中央区千葉港1-1 ０４３（２４５）５１１１

稲毛保健福祉センター高齢障害者支援課 〒263-8550 千葉市稲毛区穴川4-12-4 ０４３（２８４）６１４０

障害支援係

中央保健福祉センター高齢障害者支援課 〒260-8511 千葉市中央区中央4-5-1 ０４３（２２１）２１５２

障害支援係 きぼーる１１階

美浜保健福祉センター高齢障害者支援課 〒261-8581 千葉市美浜区真砂5-15-2 ０４３（２７０）３１５４

障害支援係

若葉保健福祉センター高齢障害者支援課 〒264-8550 千葉市若葉区貝塚2-19-1 ０４３（２３３）８１５４

障害支援係

花見川保健福祉センター高齢障害者支援課 〒262-8510 千葉市花見川区瑞穂1-1 ０４３（２７５）６４６２

障害支援係

緑保健福祉センター高齢障害者支援課 〒266-8550 千葉市緑区鎌取町226-1 ０４３（２９２）８１５０

障害支援係

市川市 障害者支援課 〒272-8501 市川市八幡1-1-1 ０４７（３３４）１１１１

松戸市 障害福祉課 〒271-8588 松戸市根本387-5 ０４７（３６６）１１１１

習志野市 障がい福祉課 〒275-0014 習志野市鷺沼1-1-1 ０４７（４５１）１１５１

成田市 障がい福祉課 〒286-0033 成田市花崎町760 ０４７６（２２）１１１１

佐倉市 障害福祉課 〒285-8501 佐倉市海隣寺町97 ０４３（４８４）１１１１

野田市 障がい支援課 〒278-8550 野田市鶴奉７－１ ０４（７１２５）１１１１

八街市 障がい福祉課 〒289-1192 八街市八街ほ35-29 ０４３（４４３）１１１１

浦安市 障がい支援課 〒279-8501 浦安市猫実1-1-1 ０４７（３５１）１１１１

鴨川市 障がい福祉係 〒296-0033 鴨川市八色887-1 ０４７０（９３）７１１２

白井市 障害福祉班 〒270-1492 白井市復1123 ０４７（４９２）１１１１

鎌ヶ谷市 障がい福祉課 〒273-0195 鎌ヶ谷市初富928-744 ０４７（４４５）１１４１

八千代市 障害者支援課 〒276-8501 八千代市大和田新田312-5 ０４７（４８３）１１５１

船橋市 障害福祉課 〒273-8501 船橋市湊町2-10-25 ０４７（４３６）２１１１

柏 市 障害者相談支援室 〒277-8508 柏市柏5-10-1 ０４（７１６７）１１１１

茂原市 障害福祉課 〒297-8511 茂原市道表１番地 ０４７５（２０）１６６６

千葉県健康福祉部障害福祉課 〒260-8667千葉市中央区市場町1-1 ０４３（２２３）２３３９

（３）中核地域生活支援センター

○千葉県が県内１４圏域に設置したセンターです。子ども・障害者・高齢者の福祉の総合的な相談や支

援を３６５日２４時間態勢で行います。電話や来所による相談，または相談員が家庭等を訪問して相

談に応じます。

圏域 対象市町村 名 称 電話

習志野 習志野市 八千代市 なかまネット ０４７－４８７－２９４１

鎌ヶ谷市

市 川 市川市 浦安市 がじゅまる ０４７－３００－９５００

松 戸 松戸市 流山市 我孫子市 ほっとねっと ０４７－３０９－７６７７
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野 田 野田市 のだネット ０４－７１２０－４１１２

印 旛 佐倉市 成田市 四街道市 すけっと ０４３－４８３－３７１８

八街市 印西市 白井市

富里市 印旛郡

香 取 香取市 香取郡 香取ネットワーク ０４７８－５０－２８００

海 匝 銚子市 旭市 匝瑳市 海匝ネットワーク ０４７９－６０－２５７８

山 武 東金市 山武市 山武郡 さんぶエリアネット ０４７５－５４－６６６４

長 生 茂原市 長生郡 長生ひなた ０４７５－２２－７８５９

夷 隅 勝浦市 いすみ市 夷隅郡 夷隅ひなた ０４７０－６０－９１２３

安 房 館山市 鴨川市 南房総市 ひだまり ０４７０－９８－２２１１

安房郡

君 津 木更津市 袖ケ浦市 君津ふくしネット ０４３８－２５－１１５１

君津市 富津市

市 原 市原市 いちはら福祉ネット ０４３６－２３－５３００

※中核地域生活支援センターは千葉県が設置する機関のため，千葉市（政令指定都市），船橋市（中核市）

柏市（中核市）は別の支援体制となります。詳しくは各市の福祉課に問い合わせてください。その他に

も，社会福祉施設，ＮＰＯ法人，福祉事務所，社会福祉協議会，保健所等，多くの機関が地域で障害の

ある方の就労や生活面の支援を行っています。なお近隣では，下記の機関も相談に応じています。

市 相談支援事業所 電話

袖ケ浦市 地域生活相談支援センターもえ ０４３８－６０－７５７８

地域生活支援センターたのしみ ０４３８－６４－１４６２

袖ケ浦市相談支援事業（袖ケ浦市社会福祉施設等連絡協議会） ０４３８－６２－３３３４

＊ 相談のみのサービス

わたぼうし ０４３８－６０－５８００

ケアセンターさつき ０４３８－６０－１５０１

くらなみ相談支援センター ０４３８－５３－７６２６

市原市 ふる里学舎 ０４３６－３６－７６１１

ふる里学舎清風荘 ０４３６－３７－７５１１

クローバー学園 ０４３６－２３－１５４０

第２クローバー学園 ０４３６－６０－５１１５

千原厚生園相談支援センター ０４３６－７５－０４１１

市津学園 ０４３６－７４－４１３４

吉沢学園 ０４３６－９８－１５６２

子どもステーション東国分寺台 ０４３６－２０－００３９

市原地域生活支援センターはばたき ０４３６－２４－２９２５

たいよう ０４３６－６０－３２６６

市原市発達支援センター ０４３６－３６－６０９７

介護サービス友乃家 白金事業所 ０４３６－６３－５３３３

グループホーム市原 ０４３６－４１－１８０７

（有）潤戸タクシーまごごろ ケアサポート ０４３６－７４－００５８

木更津市 ほっと （木更津市指定相談支援事業所） ０４３８－９７－８５５６

相談支援事業所はちどり ０４３８－４０－７０１１

ひつじぐも（木更津市指定相談支援事業所） ０４３８－５３－５２２３

君津市 サロン・ド・タビダチ ０４３９－５０－８５６７

ひるがお南久保 ０４３９－５０－０７１０
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富津市 相談支援センター天羽 ０４３９－６８－１８３３

シェーネ・ルフト アオストゥッシュ ０４３９－２７－０７７３

相談支援事業所 クラッセン ０４３９－８８－２０８０

（４）就労に関する支援機関

①公共職業安定所（ハローワーク）

○仕事を探している方は「求職登録」を行い，それに基づき，能力に適当な職業の斡旋や，職業紹介

事業を行っています。障害者への支援は特別援助部門の担当者があたります。

・ハローワーク千葉【美浜区，花見川区，稲毛区，若葉区，四街道市，八街市，山武市，他】

千葉市美浜区幸町1－1－3 電話 043-242-1181

・ハローワーク千葉南【中央区，緑区，市原市，東金市，大網白里町，九十九里町，他】

千葉市中央区南町2－16－3 海気館蘇我駅前ビル3・4階 電話 043-300-8609

・ハローワーク市川【市川市，浦安市】

市川市南八幡5－11－21 電話 047-370-8609

・ハローワーク銚子【銚子市，匝瑳市，旭市，横芝光町，他】

銚子市東芝町5－9 電話 0479-22-7406

・ハローワーク館山【館山市，鴨川市，南房総市，安房郡】

館山市八幡815－2 電話 0470-22-2236

・ハローワーク佐原【香取市，成田市，】

香取市北1－3－2 電話 0478-55-1132

・ハローワーク茂原【茂原市，いすみ市，勝浦市，長生郡，夷隅郡】

茂原市高師台1－5－1 茂原地方合同庁舎1F 電話 0475-25-8609

・ハローワークいすみ【いすみ市，勝浦市，夷隅郡】

いすみ市大原8000－1 電話 0470-62-3551

・ハローワーク松戸【松戸市，柏市，我孫子市，流山市】

松戸市松戸1307－1 松戸ビル3階 電話 047-367-8609

・ハローワーク野田【野田市】

野田市みずき2－6－1 電話 04-7124-4181

・ハローワーク船橋【船橋市】

船橋市湊町2－10－17 電話 047-431-8287

・ハローワーク成田【成田市、佐倉市、印西市、富里市、印旛郡、山武郡のうち芝山町】

成田市加良部3－4－2 電話 0476-27-8609

本校を管轄する職業安定所

・ハローワーク木更津【木更津，君津，富津，袖ケ浦】

木更津市富士見１－２－１ アクア木更津５階

電話 0438-25-8609

②千葉障害者職業センター（独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構）

＊ジョブコーチ支援事業，職業準備支援事業，リワーク支援を主に行っています。

所在地 千葉市美浜区幸町１－１－３ 電話 043-204-2080
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③千葉障害者就業支援キャリアセンター

＊障害のある方の就職サポート、障害のある方を雇用する企業のサポートを行っています。

所在地 千葉市美浜区新港４３番地 電話 043-204-2385

④千葉県後見支援センター（地域福祉権利擁護事業）

＊福祉サービス利用援助，財産管理サービス，財産保全サービス，弁護士，司法書士

社会福祉士紹介サービス

所在地 千葉市中央区千葉港４－３ 電話 043-204-6012

⑤千葉県障害者相談センター

＊療育手帳，支援費，職親，年金，職業との相談等

・中央障害者相談センター 所在地 千葉市緑区誉田町1－45－2

千葉リハビリテーションセンター内 電話 043-291-6872

・東葛飾障害者相談センター 所在地 我孫子市本町３－１－２

千葉県福祉ふれあいプラザ３Ｆ 電話 04-7165-2422

⑥千葉県発達障害者支援センター

＊自閉症や発達障害者の相談，就労支援

・ＣＡＳ 所在地 千葉市中央区亥鼻２－９－３ 電話 043-227-8557

・東葛飾分室 所在地 我孫子市本町３－１－２

千葉県福祉ふれあいプラザ４Ｆ 電話 04-7165-2515

⑦千葉県障害者就業・生活支援センター

＊就業支援（就業に関する相談支援，障害特性を踏まえた要管理に関すること）や，それに伴う

生活支援（日常生活・地域生活に関すること）に関する指導・助言・職業準備訓練など，一体的

な支援を行っています。

障害保健福祉圏域 名 称 法人名 所在地／ＴＥＬ

千 千葉市 千葉障害者 ＮＰＯ法人 千葉市美浜区新港43

葉 キャリアセンター ワークス未来千葉 ０４３-２０４-２３８６

船 船橋市 大久保学園 （社福） 船橋市大神保町1359-7

橋 大久保学園 ０４７-４５７-７３８０

市 市川市，浦安市 いちされん ＮＰＯ法人 市川市東大和田1-2-10

川 いちされん ０４７-３００-８６３０

習 習志野市，八千代 あかね園 （社福） 習志野市茜浜3-4-6

志 市，鎌ヶ谷市 あひるの会 ０４７-４５２-２７１８

野

松 松戸市，流山市， ビック・ハート （社福） 松戸市馬橋3240-2

戸 我孫子市 松戸 実のりの会 ０４７-３４３-８８５５

柏 柏市 ビック・ハート （社福） 柏市柏1-1-11 ファミリアかしわ３Ｆ

柏 実のりの会 ０４-７１６８-３００３

野 野田市 はーとふる （社福） 野田市鶴奉7-1 野田市役所内

田 はーとふる ０４-７１２４-０１２４

印 成田市，佐倉市，四街道市，八街市， 就職するなら （社福） 佐倉市鏑木仲田町9-3

旛 富里市，印西市，白井市，印旛郡 明朗塾 光明会 ０４３-２３５-７３５０

香 香取市，香取郡 香取就業センター （社福） 香取郡多古町多古694

取 ロザリオの聖母会 ０４７９-７４-８３３１

海 銚子市，旭市， 東総就業センター （社福） 旭市野中3825

匝 匝瑳市 ロザリオの聖母会 ０４７９-６０-０２１１
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山 東金市，山武市， 山武ブリオ （社福） 山武郡大網白里町細草3221-4

武 山武郡 ワーナーホーム ０４７５-７７-６５１１

長 茂原氏，長生郡 長生ブリオ （社福） 茂原氏六ツ野2796-40

生 ワーナーホーム ０４７５-４４-７７９７

夷 勝浦市，いすみ市， 夷隅 （社福） いすみ市岬町岩熊138-10

隅 夷隅郡 ピア宮敷 ０４７０－８７－９６３１

安 館山市，鴨川市， 中里 （社福） 館山市中里291

房 南房総市，安房郡 安房広域福祉会 ０４７０-２０-７１８８

君 木更津市，君津市， エール ＮＰＯ法人 木更津市中央1-16-12

津 富津市，袖ケ浦市 ぽぴあ ０４３８-４２-１２０１

市 市原市 ふる里学舎地域 （社福） 市原市今富1110-1

原 生活支援センター 佑啓会 ０４３６-３６-７７６２

＊＊＊インターネットで福祉施設などの情報を得ることができます。＊＊＊

☆千葉県ホームページ アドレス http://www.pref.chiba.lg.jp/

「千葉県ホームページ」→「健康福祉情報の森」→「ちばウェル・ナビ」へ

☆独立行政法人福祉医療機構

福祉・保健・医療総合情報サイト「ＷＡＭ ＮＥＴ（ワムネット）」

アドレス http://www.wam.go.jp/
＊この他にも様々なホームページで進路に関する情報を調べることができると思いますので，探してみましょう。

また，各施設などでホームページを開設しているところもあります。参考にしてください。

お こ と わ り

○グループホーム，ケアホーム，生活ホームは個人が居住する所なので具体的なホーム名や所在地は記載

を省略します。

進路のしおり 平成２８年度版

発行日 平成２８年４月３０日

発行者 千葉県立槇の実特別支援学校

進路指導部

〒２９９－０２４３

千葉県袖ケ浦市蔵波３１０８－１１３

電話 ０４３８－６２－１１６４

行政機関等が発行した冊子や資料を参考に編集しています。記載してある内容については現状と違う場合

がありますので，詳しくは各市町村の福祉課や施設などにお聞きください。


