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教育相談
子どもたちの健やかな成長を願って、市内在住、在学の未就学児＊から高校生及びその保護者を対象
とした、学校（園）生活上のさまざまな相談を行っています。お子さまのことで心配なことがありまし
たら、ご相談ください。
＊未就学児はことばの相談と、就学に関する相談を受けています。
未就学児のことばの相談 ( 各教育相談室）
未就学児の就学に関する相談（各特別支援教育相談センター）

〈窓口〉
名

称

北教育相談室
堀崎教育相談室
あいぱれっと教育相談室
岸町教育相談室
美園教育相談室
岩槻教育相談室
不登校等児童生徒支援センター
（通称：Growth）
特別支援教育相談センターひまわり
特別支援教育相談センターさくら草

所

等

北区日進町 2-1915-1

連絡先
TEL 661-0050

（市立つばさ小学校体育館 2 階）
見沼区堀崎町 48-1

FAX 653-4729
TEL 688-1414

（職員研修センター１階）

FAX 688-1464

浦和区上木崎 4-4-10

TEL 711-5433

( 子ども家庭総合センター３階）

FAX 711-5672

浦和区岸町 6-13-15

TEL 838-8686

（市立教育研究所１階）

FAX 866-4353

緑区美園 4-19-1

TEL 711-7215

（美園コミュニティセンター３階）

FAX 711-7915

岩槻区本町 3-2-5

TEL 790-0227

（ワッツ東館 4 階）

FAX 790-0257

見沼区堀崎町 48-1

TEL 688-1453

（職員研修センター３階）
西区三橋 6-1587

FAX 688-1464
TEL 623-5879

（市立ひまわり特別支援学校内）
緑区三室 636-80

FAX 623-5979
TEL 810-5030

（市立さくら草特別支援学校内）

FAX 874-8522

保育園・幼稚園
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〈窓口〉保育園については各区役所支援課児童福祉係
幼稚園については、直接、各幼稚園にご相談ください。

盲児・ろう児については、特別支援学校の中に幼稚部がありますが、集団保育が可能な児童の場合、
保育園または幼稚園でも受け入れています。
西区役所
北区役所

支援課 TEL 620-2661 FAX 620-2766
支援課 TEL 669-6061 FAX 669-6166

桜区役所
支援課 TEL 856-6171 FAX 856-6276
浦和区役所 支援課 TEL 829-6139 FAX 829-6239

大宮区役所 支援課 TEL 646-3061 FAX 646-3166
見沼区役所 支援課 TEL 681-6061 FAX 681-6166

南区役所
緑区役所

中央区役所 支援課 TEL 840-6061 FAX 840-6166

岩槻区役所 支援課 TEL 790-0162 FAX 790-0266
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支援課 TEL 844-7171 FAX 844-7276
支援課 TEL 712-1171 FAX 712-1276

市内特別支援学級等
〈窓口〉教育委員会特別支援教育室

TEL 829-1667 FAX 829-1990

小学校や中学校の特別支援学級では、障害のある子どもたちの障害の状態等に応じた指導をするため

に、少人数で学級を編制しています。特別支援学級や通級指導教室などの制度の違いがありますので、
詳しくは、お問い合わせください。
学級

内容

設置校（令和４年度）

弱視
視覚に障害があるため、通常の文字、図形等の認 〈小学校〉
特別支援学級 識に困難がある子どもたちを対象とした学級です。 仲本小

知的障害
特別支援学級

〈小学校〉
高砂小、常盤小、木崎小、谷田小、仲本小、本太小、三室小、尾間木小、南浦和小、
浦和別所小、北浦和小、上木崎小、岸町小、大谷場小、土合小、大久保小、原
山小、針ヶ谷小、大門小、西浦和小、辻小、大東小、文蔵小、沼影小、大谷口小、
栄和小、道祖土小、田島小、大久保東小、浦和大里小、神田小、中尾小、善前小、
大牧小、中島小、芝原小、常盤北小、向小、大宮小、大宮東小、大宮南小、大
宮北小、桜木小、三橋小、大成小、東大成小、日進小、日進北小、宮原小、植
竹小、大砂土小、大砂土東小、見沼小、指扇小、馬宮東小、馬宮西小、植水小、
知的発達の遅れがあるため、他人との意思疎通に 片柳小、七里小、春岡小、大宮西小、栄小、大宮別所小、芝川小、蓮沼小、上
軽度の困難があり、日常生活を営むのに一部援助が 小小、宮前小、大谷小、島小、指扇北小、東宮下小、泰平小、海老沼小、春野小、
必要で、社会生活への適応が困難である子どもたち 与野本町小、上落合小、下落合小、与野西北小、鈴谷小、与野八幡小、与野南
小、岩槻小、太田小、川通小、柏崎小、和土小、新和小、慈恩寺小、東岩槻小、
を対象とした学級です。
一人ひとりの実態に応じながら、必要となる資質・ 城北小、徳力小、上里小、辻南小、つばさ小、美園小、美園北小

能力を育成しています。

自閉症・
情緒障害
特別支援学級

〈中学校〉
岸中、常盤中、木崎中、本太中、東浦和中、南浦和中、白幡中、大原中、土合中、
大谷場中、美園中、大谷口中、田島中、三室中、上大久保中、内谷中、尾間木中、
大宮東中、大宮南中、桜木中、三橋中、大成中、日進中、宮原中、植竹中、大
砂土中、指扇中、馬宮中、片柳中、春里中、大宮西中、七里中、泰平中、植水中、
大谷中、第二東中、土屋中、大宮八幡中、土呂中、春野中、与野東中、与野西
中、与野南中、八王子中、岩槻中、川通中、城南中、慈恩寺中、城北中、桜山中、
柏陽中、西原中、美園南中

〈小学校〉
高砂小、常盤小、木崎小、谷田小、仲本小、本太小、三室小、尾間木小、南浦
和小、浦和別所小、北浦和小、仲町小、上木崎小、岸町小、大谷場小、土合小、
大久保小、原山小、針ヶ谷小、大谷場東小、大門小、野田小、西浦和小、辻小、
大東小、文蔵小、沼影小、大谷口小、栄和小、道祖土小、田島小、大久保東小、
浦和大里小、新開小、神田小、中尾小、善前小、大牧小、中島小、芝原小、常
盤北小、向小、大宮小、大宮東小、大宮南小、大宮北小、桜木小、三橋小、大
成小、東大成小、日進小、日進北小、宮原小、植竹小、大砂土小、大砂土東小、
自閉症またはそれに類するもので、他人との意思 見沼小、指扇小、馬宮東小、馬宮西小、植水小、片柳小、七里小、春岡小、大
疎通及び対人関係の形成が困難である子どもや、主 宮西小、栄小、大宮別所小、芝川小、蓮沼小、上小小、宮前小、大谷小、島小、
として心理的な要因による選択性かん黙等があるも 指扇北小、東宮下小、泰平小、海老沼小、春野小、与野本町小、上落合小、大
ので、社会生活への適応が困難である子どもたちを 戸小、下落合小、与野西北小、鈴谷小、与野八幡小、与野南小、岩槻小、太田
小、川通小、柏崎小、和土小、新和小、慈恩寺小、東岩槻小、城北小、徳力小、
対象とした学級です。
一人ひとりの実態に応じながら必要となる資質・ 上里小、西原小、城南小、辻南小、つばさ小、美園小、美園北小

能力を育成しています。

難聴があるもので、通常の学級の学習におおむね
参加でき、一部特別な指導を必要とする子どもたち 〈小学校〉
難聴・
に対して、一人ひとりの障害に応じ、障害による学 高砂小、仲本小、野田小、大宮南小、日進小、指扇小、与野本町小、岩槻小
習上又は生活上の困難を改善しています。
言語障害
また、発音の誤り等のある子どもたちに対して、正 〈中学校〉
通級指導教室
しい発音を指導したり、楽な話し方を身に付けさせた 大宮南中
りして、コミュニケーションの力を高めています。
〈小学校〉

LD、ADHD、自閉症又はそれに類するもの、心 谷田小、仲本小、南浦和小、土合小、大久保小、道祖土小、大牧小、中島小、
理的な要因による選択性かん黙等があるもので、通 常盤北小、大宮北小、桜木小、日進北小、植竹小、大砂土小、見沼小、馬宮東小、
発達障害・
常の学級の学習におおむね参加でき、一部特別な指 植水小、島小、東宮下小、大戸小、与野南小、太田小、城北小、城南小、辻南小、
情緒障害
導を必要とする子どもたちに対して、一人ひとりの 美園小
通級指導教室 障害に応じ、障害による学習上又は生活上の困難を
〈中学校〉
改善しています。
本太中、白幡中、大宮東中、大宮西中、与野西中、岩槻中

肢体不自由があるもので、通常の学級の学習にお
肢体不自由
おむね参加でき、一部特別な指導を必要とする子ど 〈特別支援学校〉
通級指導教室 もたちに対して、一人ひとりの障害に応じ、障害に さくら草特別支援
よる学習上又は生活上の困難を改善しています。
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〈中学校〉
岸中、常盤中、木崎中、原山中、本太中、東浦和中、南浦和中、白幡中、大原中、
土合中、大久保中、大谷場中、美園中、大谷口中、田島中、三室中、上大久保
中、内谷中、尾間木中、大宮東中、大宮南中、大宮北中、桜木中、三橋中、大
成中、日進中、宮原中、植竹中、大砂土中、指扇中、馬宮中、片柳中、春里中、
大宮西中、七里中、泰平中、宮前中、植水中、大谷中、第二東中、土屋中、大
宮八幡中、土呂中、春野中、与野東中、与野西中、与野南中、八王子中、岩槻中、
川通中、城南中、慈恩寺中、城北中、桜山中、柏陽中、西原中、美園南中
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特別支援学校
〈問合せ先〉教育委員会特別支援教育室

TEL 829-1667 FAX 829-1990

特別支援学校では、幼稚園、小、中、高等学校に準じた教育を幼稚部・小学部・中学部・高等部で行
うとともに、障害の状態等に応じた教育を行っています。
区

分

内

容

設置部

視覚障害

両眼の視力がおおむね 0.3 未満の者や、視野が狭いなどの視覚機能に障害のあ
る幼児・児童・生徒を教育する学校です。
○幼稚部 ３歳から受け付けています。
○高等部 普通科は３年で修了後、専攻科３年があります。専攻科では、理療科、
保健理療科という職業専門教育を行っています。

幼稚部
小学部
中学部
高等部

聴覚障害

両耳の聴力レベル 60dB 以上の者のうち、補聴器等を使用しても通常の話声を
解することが不可能、または著しく困難な幼児・児童・生徒を教育する学校です。
○幼稚部 ３歳から受け付けています（３歳児未満には、教育相談を行ってい
ます）
。
○高等部 普通科、産業工芸科等があります。また、専攻科があります。

幼稚部
小学部
中学部
高等部

病弱

国立病院機構東埼玉病院や県立小児医療センター等に入院している気管支喘息、
進行性筋ジストロフィー症、ネフローゼなど病弱な子どもたちのために、自分
の病気に対する正しい理解と療養態度などを身に付けさせる指導をしています。
高等部は蓮田特別支援学校のみにあります。

小学部
中学部
高等部

肢体不自由があり、歩行や日常生活における基本的な動作に困難がある児童・
肢体不自由 生徒を対象とした学校です。座位の保持や起立・歩行に関する動作、食事や着
替え等の日常生活に関する動作等の指導をしています。

小学部
中学部
高等部

知的発達に遅れがあり、人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援
助が必要で、社会生活への適応が著しく困難な児童・生徒を対象とした学校です。
食事や着替え等日常の生活を一人でできるようにしたり、具体的なことを通し
て、生活に必要なことを学んだり、働く意欲や態度等を身に付けたりする指導
をしています。

小学部
中学部
高等部

知的障害

さいたま市を通学区域に含む、県内の特別支援学校
区 分

校

名

所

在

地

電話番号

視覚障害

県立特別支援学校塙保己一学園

川越市笠幡 85-1

049-231-2121

聴覚障害

県立特別支援学校大宮ろう学園

北区植竹町 2-68

663-7525

県立蓮田特別支援学校
県立けやき特別支援学校

蓮田市黒浜 4088-4
中央区新都心 1-2

048-769-3191
601-5531

市立ひまわり特別支援学校
市立さくら草特別支援学校
県立和光特別支援学校
県立宮代特別支援学校
県立蓮田特別支援学校
県立越谷特別支援学校

西区三橋 6-1587
緑区三室 636-80
和光市広沢 4-3
南埼玉郡宮代町金原 636-1
蓮田市黒浜 4088-4
越谷市舟渡 500

622-5631
712-0395
048-465-9770
0480-35-2432
048-769-3191
048-975-2111

緑区大崎 58
西区中釘 2290-1
上尾市平塚 1281-1
春日部市八丁目 776-1
北区日進町 2-480

878-1221
622-7111
048-776-4601
048-761-1991
663-6803

桜区上大久保 519-7
羽生市下羽生 320-1
入間市小谷田 745-1
西区西遊馬 1601
川越市砂新田 2564
草加市原町 2-7-1
北葛飾郡松伏町ゆめみ野東 2-7-1
南埼玉郡宮代町東 611
上尾市中新井 585
北本市古市場 1-152

858-8815
048-560-2020
04-2941-5771
620-5251
049-238-8051
048-946-6607
048-940-5763
0480-47-0033
048-729-8828
048-594-6679

病弱

肢体不自由
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県立浦和特別支援学校
県立大宮北特別支援学校
県立上尾かしの木特別支援学校
県立春日部特別支援学校
国立大学法人埼玉大学教育学部附属特別支援学校
【高等部】
県立特別支援学校さいたま桜高等学園
県立特別支援学校羽生ふじ高等学園
県立入間わかくさ高等特別支援学校（職業科）
県立大宮北特別支援学校さいたま西分校
県立川越特別支援学校川越たかしな分校
県立草加かがやき特別支援学校草加分校
県立越谷西特別支援学校松伏分校
県立春日部特別支援学校宮代分校
県立上尾特別支援学校上尾南分校
県立騎西特別支援学校北本分校

