医療的ケア児等への障害児相談支援（計画相談支援）

対応可能事業所

令和4年6月更新

※千葉県が実施する「医療的ケア児等支援者養成研修」又は「医療的ケア児等コーディネーター養成研修」を修了した相談支援専門員を配置する相談支援事業所

市町村

法人名

相談支援事業所名

連絡先

1 千葉市(中央区)

株式会社Ｃｕｄｄｌｅ

みやこ訪問看護ステーション

043-308-9399

1 千葉市(中央区)

社会福祉法人千葉アフターケア協会

ハピネス浜野

043-264-4109

1 千葉市(中央区)

社会福祉法人りべるたす

相談支援センターこすもす

043-497-2728

1 千葉市(中央区)

株式会社日誠企画

相談支援事業所笑顔

043-300-7788

1 千葉市(中央区)

社会福祉法人りべるたす

千葉市中央区障害者基幹相談支援センター

043-445-7733

1 千葉市(美浜区)

社会福祉法人千葉重症児・者を守る会

指定相談支援センターさいわい

043-242-1230

1 千葉市(美浜区)

社会福祉法人千葉市社会福祉事業団

千葉市療育センター相談支援事業所ぱれっと

043-279-1141

1 千葉市（美浜区）

社会福祉法人 春陽会

美浜区障害者基幹相談支援センター

043-304-5454

1 千葉市（花見川区） 社会福祉法人 斉信会

千葉市花見川区障害者基幹相談支援センター

043-239-6427

1 千葉市(若葉区)

株式会社ベストサポート

相談支援事業所こんぱす

043-304-5480

1 千葉市(若葉区)

社会福祉法人 宝寿会

千葉市若葉区基幹相談支援センター

043-312-2853

1 千葉市(若葉区)

社会福祉法人 千葉市社会福祉協議会

千葉市大宮学園たけのこルーム

043-263-1560

1 千葉市(若葉区)

社会福祉法人 千葉市社会福祉協議会

千葉市桜木園

043-231-5865

1 千葉市(緑区)

社会福祉法人心友会

相談支援センターしいのみ

043-291-2941

1 千葉市(緑区)

社会福祉法人千葉県身体障害者事業団

千葉県千葉リハビリテーションセンター

043-291-1831

2 銚子市

株式会社ハートフル

指定相談支援ハートフル

0479-21-3334

2 銚子市

銚子市

銚子児童発達支援センターわかば

0479-22-2742
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市町村

法人名

相談支援事業所名

連絡先

3 市川市

市川市

市川市あおぞらキッズ

047-376-1113

3 市川市

市川市

市川市おひさまキッズ

047-376-1113

3 市川市

合同会社ニューウエーブ

ほっとネット

047-383-9997

3 市川市

社会福祉法人市川レンコンの会

サポートレンコン

047-316-1214

3 市川市

一般社団法人 医療介護ケア協会

らいおんハートからだの児童ディサービス

047-711-3518

3 市川市

株式会社 Kaien

TEENS本八幡

050-2018-2167

3 市川市

心ほっとケアサービス株式会社

心ほっと市川

047-307-9540

4 船橋市

有限会社アシスト

アシストひだまりの家ホームヘルプサービス

047-461-7671

4 船橋市

有限会社治療室えがお

ケアプランセンターえがお

080-3717-1909

4 船橋市

株式会社ｗｉｔｈｙｏｕ

障がい者計画相談支援ｗｉｔｈｙｏｕ

047-407-3903

4 船橋市

株式会社ＢＡＳＡＧＬＩＡ

特定相談支援事業所あもーれ・らぼ

047-456-8310

4 船橋市

株式会社ふくしねっと工房

相談支援事業所のい

070-1447-1696

4 船橋市

社会福祉法人 千葉県福祉援護会

指定特定相談支援事業所ヴェルフ藤原

047-430-7836

4 船橋市

社会福祉法人 千葉県福祉援護会

指定相談支援事業所 誠光園

047-457-6636

4 船橋市

社会福祉法人大久保学園

相談支援事業所大久保学園

047-457-2462

4 船橋市

社会福祉法人さざんか会

魔法のランプ

047-402-4501

4 船橋市

社会福祉法人 高齢福祉会

相談支援事業所 なつみのはな

047-40１-6856

4 船橋市

特定非営利活動法人 空の色はそらいろ

相談支援事業所 エルフ

047-402-6306

4 船橋市

株式会社 あんど

相談支援事業所 あんど

047-404-1940
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法人名

相談支援事業所名

連絡先

5 館山市

株式会社てとて

てとて相談室

0470-29-5859

5 館山市

株式会社しまの

相談支援事業所 梨の実

0470-22-2424

6 木更津市

一般社団法人チャイルドライフ

相談支援事業所ベルテールつばめ

0438-53-8655

6 木更津市

社会福祉法人かずさ萬燈会

木更津市指定相談支援事業所ほっと

0438-97-8556

6 木更津市

社会福祉法人みずき会

相談支援事業所はちどり

0438-53-8849

6 木更津市

株式会社 安心の絆

訪問看護ステーションきづな

0438-53-8747

7 松戸市

株式会社ベールヘルツ

相談支援事業所みらい

047-368-0670

7 松戸市

ＮＰＯ法人こども子育て・発達支援研究会

発達支援室びーんず

070-6555-2295

7 松戸市

松戸市

松戸市こども発達支援センター相談支援事業所

047-710-0323

7 松戸市

エルデロ合同会社

星の光相談支援事業

047-718-3967

7 松戸市

社会福祉法人 気づき

思いやり支援室

047-701-7602

8 野田市

株式会社ラシーク

相談支援事業所ラシーク

04-7113-1530

8 野田市

社会福祉法人野田芽吹会

サポート芽吹

04-7138-2181

8 野田市

社会福祉法人はーとふる

野田市立こだま学園

04-7122-2916

8 野田市

社会福祉法人はーとふる

相談支援事業所はーとふる

04-7197-5365

8 野田市

社会福祉法人はーとふる

野田市立あさひ育成園

04-7122-7159

8 野田市

社会福祉法人 円融会

野田市障害者相基幹相談支援センター 相談支援事業所 さるびあ

04-7136-7400

8 野田市

社会福祉法人 円融会

ナーシングピア船形

04-7136-7411

9 茂原市

社会福祉法人 ウイズ

民堵

0475－36-2325
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法人名

相談支援事業所名

連絡先

10 成田市

社会福祉法人豊立会

新町デイサービスセンター玲光苑

0476-23-7158

10 成田市

成田市

成田市こども発達支援センター

0476-26-9918

11 佐倉市

社会福祉法人千手会

木の宮学園地域生活支援センターレインボー

043-463-1128

11 佐倉市

合同会社コンフィアンス

佐倉相談支援センターホープ

043-372-8045

11 佐倉市

社会福祉法人愛光

障害者生活支援事業所アシスト

043-484-6392

12 東金市

ＮＰＯ法人ちば地域生活支援舎

街かど福祉相談室るると

0475-55-1611

12 東金市

医療法人 清和会

地域生活支援センター ゆりの木

0475－50-4545

13 旭市

社会福祉法人ロザリオの聖母会

ロザリオ発達支援センター

0479-60-0625

13 旭市

有限会社あい

あい支援センター

0479-57-5076

13 旭市

ＮＰＯ法人あおぞら

ハピネス

0479-74-8733

13 旭市

ＮＰＯ法人あおぞら

あおぞら三崎

0479-21-3602

14 習志野市

一般社団法人たからばこ

指定障害児相談支援事業所たからばこ

047-473-4334

14 習志野市

一般社団法人たからばこ

たからばこ

047-473-4334

14 習志野市

社会福祉法人 豊立会

習志野市基幹相談支援センター りん

047-409-3423

14 習志野市

社会福祉法人 豊立会

習志野玲光苑

047-411-9616

15 柏市

有限会社プロビジョン

相談支援事業所愛の手南柏

090-2325-2538

15 柏市

社会福祉法人ぶるーむ

特定／障がい児相談支援ティーダ

04-7136-2324

15 柏市

社会福祉法人 ぶるーむ

ぶるーむの風相談室

04-7128-4135

15 柏市

株式会社アクト・デザイン

こども相談支援事業所りあん

04-7132-8882

4/7

市町村

法人名

相談支援事業所名

連絡先

15 柏市

社会福祉法人ワーナーホーム

たんぽぽセンター

04-7160-1239

17 市原市

社会福祉法人宝樹

たいよう

0436-60-3266

18 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

18 流山市

流山市

流山市保健センタ-

04-7154-0331

18 流山市

特定非営利活動法人 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

19 八千代市

社会福祉法人栄寿会

八千代地域生活支援センター

047-481-3555

19 八千代市

ＮＰＯ法人にじと風福祉会

にじと風相談室

047-480-0801

19 八千代市

社会福祉法人八千代市身体障害者福祉会

きらめき支援センター

047-485-1245

19 八千代市

社会福祉法人八千代翼友福祉会

相談支援事業所つむぎ

047-458-7477

20 我孫子市

ＮＰＯ法人わごころ

わごころ総合相談支援センター

090-2169-6554

20 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

20 我孫子市

我孫子市

我孫子市立子ども相談支援事業所

04-7185-1111

20 我孫子市

社会福祉法人アコモード

アコモード相談支援事業所

04-7189-0880

20 我孫子市

社会福祉法人大久保学園

あびこ相談支援センター

04-7196-6131

22 鎌ケ谷市

鎌ケ谷市

鎌ケ谷市こども発達センター

047-445-1361

22 鎌ケ谷市

医療法人社団啓友会

相談支援事業所咲

080-9402-5287

23 君津市

社会福祉法人草佑会

サロン・ド・タビダチ

0439-50-8567

23 君津市

有限会社きらら

ファミリーサポートひるがお

0439-50-0710

24 富津市

社会福祉法人薄光会

相談支援センター天羽

0439-68-1833
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市町村

法人名

相談支援事業所名

連絡先

24 富津市

ＮＰＯ法人シェーネ・ルフト

シェーネ・ルフトアウストゥッシュ

0439-27-0773

24 富津市

社会福祉法人アルムの森

相談支援事業所クラッセン

0439-88-6001

24 富津市

社会福祉法人 薄光会

ほうきぼし

0439-66-1750

25 浦安市

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも

浦安市基幹相談支援センター

047-304-8822

25 浦安市

社会福祉法人敬心福祉会

浦安市障がい者福祉センター指定相談支援事業所 047-350-8765

25 浦安市

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも

相談支援事業所ふあり

047-304-8860

25 浦安市

社会福祉法人 パーソナル・アシスタンスとも

浦安市身体障がい者福祉センター

047-304-8808

26 四街道市

ＮＰＯ法人みのり福祉会

相談支援事業所らしんばん

043-308-5808

26 四街道市

社会福祉法人 翠昂会

相談支援事業所 ほほえみ

043-420-5388

27 袖ケ浦市

社会福祉法人いずみ会

相談支援センター晴（ハル）

0438-97-5118

27 袖ケ浦市

ＮＰＯ法人ぽぴあ

地域生活相談支援センターもえ

0438-60-7578

28 八街市

寿陽会

コスモ・ヴィレッジ

043-445-1010

28 八街市

特定非営利活動法人 セブンエイチ

街かど相談所 ゆるるか

043-308-8718

29 印西市

社会福祉法人印旛福祉会

いんば障害者相談センター

0476-99-2501

29 印西市

特定非営利活動法人マーブル福祉会

結愛（ＹＵＩ）

0476-36-4822

29 印西市

社会福祉法人 めぐみの家

指定特定相談支援事業所 エマオ

0476-97-3268

29 印西市

一般社団法人 障害者就労支援機構 みらいキャリア＆ワークス
みらいキャリア＆ワークス印西牧の原

0476-33-7560

30 白井市

社会福祉法人フラット

手織り

047-401-0637

30 白井市

ゆめ合同会社

うぐいすのとまり木

050-3717-6442
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市町村

法人名

相談支援事業所名

連絡先

30 白井市

白井市

白井こども発達センター

047-497-3489

32 南房総市

三喜株式会社

相談支援おらが家

0470-28-5558

33 匝瑳市

社会福祉法人八光聰

八日市場学園

0479-74-1181

33 匝瑳市

社会福祉法人しおさいホーム

指定特定相談支援事業所しおさいホーム

0479-67-1151

33 匝瑳市

社会福祉法人野栄福祉会

しおさいホーム

0479-67-1151

33 匝瑳市

社会福祉法人 九十九里ホーム

障害者相談支援事業所 聖マーガレットホーム

0479-74-3457

34 香取市

社会福祉法人ロザリオの聖母会

香取障害者支援センター

0478-79-6919

35 山武市

特定非営利活動法人 リンク

よろず相談支援センターぬくもり

0475－77-7531

36 いすみ市

特定非営利活動法人 つどい

相談支援センターつむぎ

0470-64-6620

37 大網白里市

有限会社いきなチャット

プラセル相談支援事業所

0475-77-5230

37 大網白里市

社会福祉法人翡翠会

居宅介護支援事業所かきつばた

0475-53-6161

37 大網白里市

社会福祉法人翡翠会

山武みどり学園

0475-73-8688

37 大網白里市

社会福祉法人 ワーナーホーム

パンプキンハウス

0475-77-6511

38 酒々井町

社会福祉法人鼎

相談支援センターかなえ

043-488-5530

39 栄町

株式会社 ほがらか

相談支援事業所 ほがらか

0476-95-9514

41 多古町

合同会社きぼう

計画相談障がい者支援事業所くれよん

0479-85-5623

43 九十九里町

社会福祉法人恵泉福祉会

相談支援事業所 マナの家

0475-76-1685

48 長生村

特定非営利活動法人母里子ネット

相談支援事業所母里子ネット

0475-47-4239

48 長生村

長生村役場

長生村役場障害者基幹相談支援センター

0475-32-6810
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