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障害の状態や発育段階に応じて、よりよい環境を整えた、保育・教育が行われます。

保育園	
対象・内容

　保護者が就労している等の理由で保育を必要とする障害児等を実施可能な範囲で集団保育し
ます。

窓口  保育課　保育教育担当　電話 5742-7857

幼稚園	
対象・内容

　他の幼児と一緒に教育の可能な障害児等を、対応できる範囲で受け入れます。
窓口  保育課　保育教育担当　電話 5742-7857

学校	
対象・内容

　心身の障害や、発達の偏り、ことばの遅れなど、学校生活に心配や不安がある児童・生徒の
学校教育について、相談をお受けします。
　下記学校一覧表参照

窓口  区教育委員会　教育総合支援センター　特別支援教育係　西五反田 6-5-1　教育文化会館 4 階　
 電話 5740-8202

心身に障害のある児童・生徒のための学校一覧表	 身	知	精	児
障害の種類 設立 種別 学校名 学部 所在地 電話

視覚障害

国立

盲学校

筑波大学附属
視覚特別支援学校

幼・小・
中・高 文京区目白台 3-27-6 3943-5421

都立

文京盲学校 高 文京区後楽 1-7-6 3811-5714
久我山青光学園
※知的障害部門も併
設（小・中）

幼・小・
中 世田谷区北烏山 4-37-1 3300-6235

葛飾盲学校 幼・小・
中 葛飾区堀切 7-31-5 3604-6435

FAX3602-9096

児童発達支援（未就学対象）・放課後等デイサービス（学齢児）【障害児通所給付】		児

支給日数
　利用する障害児や世帯の状況等を勘案して決定します。

対象・内容
　発達に支援の必要な児童に対し、早期の段階から個々の特性や発達状況に合わせた適切な療
育を行うことで、より良い発達を促し、社会に適応できるよう支援する制度です。（実施施設
は P.115-116 参照）

利用者負担
　サービス量の 1 割の定率負担を基本に、利用者のいる世帯の所得に応じ 3 区分の月額上限
額を設定して決定します。

窓口  障害者福祉課　障害者相談支援担当　電話 5742-6711　FAX 3775-2000
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障害の種類 設立 種別 学校名 学部 所在地 電話

聴覚障害 都立 ろう学校

大塚ろう学校 幼・小 豊島区巣鴨 4-20-8 3918-3347
FAX3915-9844

大塚ろう学校
城南分教室 幼 大田区東六郷 2-18-19 5710-3043

FAX5710-3045
葛飾ろう学校 幼・小・

中・高 葛飾区西亀有 2-58-1 3606-0121
FAX5697-0275

中央ろう学校 中・高 杉並区下高井戸 2-22-10 5301-3034
FAX5301-3035

聴覚障害
都立 ろう学校 立川ろう学校 幼・小・

中・高 立川市栄町 1-15-7 042-523-1358
FAX042-523-6421

区立 聴覚障害
（通級）

台場小学校 小 品川区東品川 1-8-30 3471-4943
豊葉の杜学園 義（後）品川区二葉 1-3-40 3782-2930

肢体不自由
国立 特別支援学校

（肢体不自由）

筑波大学附属
桐ヶ丘特別支援学校

小・中・
高 板橋区小茂根 2-1-12 3958-0181

都立 城南特別支援学校 小・中・
高 大田区東六郷 2-18-19 3734-6308

病弱
都立 特別支援学校

（病弱） 光明学園 小・中・
高 世田谷区松原 6-38-27 3323-8421

FAX3327-8428
区立 特別支援学級

（病弱） 清水台小学校 小 品川区旗の台 1-11-7 3781-4841

知的障害

国立

特別支援学校
（知的障害）

筑波大学附属
大塚特別支援学校

幼・小・
中・高 文京区春日 1-5-5 3813-5569

東京学芸大学附属
特別支援学校

幼・小・
中・高 東久留米市氷川台 1-6-1 0424-71-5274

都立

品川特別支援学校 小・中 品川区南品川 6-15-20 5460-1160
港特別支援学校 高 港区港南 3-9-45 3471-9191
矢口特別支援学校 小・中 大田区矢口 1-26-10 3759-6715
臨海青海特別支援学
校 小・中 江東区青海 2-38-2 3529-5700
青山特別支援学校 小・中 港区南青山 2-33-77 3478-5061

区立 特別支援学級
（知的障害）

品川学園 義（前・後） 品川区北品川 3-9-30 3474-2671
第一日野小学校 小 品川区西五反田 6-5-32 3492-6258
伊藤学園 義（前・後） 品川区大井 5-1-37 3771-3374
浜川小学校 小 品川区南大井 4-3-27 3761-0530
中延小学校 小 品川区中延 1-11-15 3781-4016
浅間台小学校 小 品川区南品川 6-8-8 3474-2727
上神明小学校 小 品川区二葉 4-4-10 3781-4792
豊葉の杜学園 義（前・後） 品川区二葉 1-3-40 3782-2930
八潮学園 義（前・後） 品川区八潮 5-11-2 3799-1641
日野学園 義（前・後） 品川区東五反田 2-11-1 3441-3209
荏原平塚学園 義（前・後） 品川区平塚 3-16-26 3782-7770
荏原第五中学校 中 品川区旗の台 5-11-13 3781-5643

言語障害 区立 言語障害
（通級）

戸越小学校 小 品川区豊町 2-1-20 3781-2862
台場小学校 小 品川区東品川 1-8-30 3471-4943

情緒障害等 区立
特別支援学級
（自閉症・
情緒障害）

浜川中学校 中 品川区東大井 3-18-34 3761-1014

特別支援教室 全区立学校 — — —
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就学奨励費	 身	知	精	児

対象・内容
　区立小・中・義務教育学校の特別支援学級に在学または通級している児童・生徒に対して、
就学に必要な経費の一部を援助しています。（※対象経費によって所得制限があります）

窓口  学務課　学事係　電話 5742-6828

対象・内容
　都立の盲学校、ろう学校、および特別支援学校に在学している生徒に対し奨励費がでます。

（※対象経費によって所得制限があります）

窓口  各学校

講座・講習会・スポーツ	 身	知	児
制　　度 対象・内容 窓　　口

視覚障害者
音楽教室

●対象　 都内在住・在勤・在学の視覚障害者
●内容　 合唱練習・音楽鑑賞

東京都教育庁
地域教育支援部
生涯学習課
　電話　5320-6859（視覚）
　電話　5320-6857（聴覚）
　FAX　5388-1734

視覚障害者教養講座 ●対象　 都内在住・在勤・在学の視覚障害者及び晴眼者
●内容　 講演等

聴覚障害者
社会教養講座

●対象　 都内在住・在勤・在学の聴覚障害者及び健聴者
●内容　 講演等

聴覚障害者
手話で学ぶ文章教室

●対象　 都内在住・在勤・在学の聴覚障害者
●内容　 文章の書き方等の学習

聴覚障害者
コミュニケーション教室

●対象　 都内在住・在勤・在学の聴覚障害者等及び健聴者
●内容　 聴覚障害者のコミュニケーションに関する学習

日曜サークル
青年コース

●対象　 区内在住、軽度の知的障害者（16 〜 30 歳未満）
●内容　 スポーツ、料理、音楽、宿泊、見学などのグループ

活動、体験講座
●会場　 荏原文化センター他

文化観光課
生涯学習係
　電話　5742-6837
　FAX　5742-6893

日曜サークル
成人コース

●対象　 区内在住、軽度の知的障害者（30 歳以上）
●内容　 手工芸、料理、バスハイクなどの活動
●会場　 南大井文化センター他

日曜サークル
自主コース

●対象　 青年コースに 6 年以上在籍された方
●内容　 メンバーの自主企画・運営を基本としたグループ活

動
●会場　 外出活動中心

スポーツ 　各種スポーツ事業・施設を紹介します。
　お気軽にお問合せください。

（1）スポーツ事業
　各種目を楽しめる区立体育館フリー利用をはじめ、障害者
水泳教室等があります。

（2）スポーツ施設
　区立体育館や温水プール、お近くの小・中・義務教育学校
の校庭・体育館などの施設をご利用いただけます。
　ご利用の方法は施設によって異なりますので、事前にお問
合わせください。

スポーツ推進課
地域スポーツ推進係
　電話　5742-6838
　FAX　5742-6585

（公財）品川区スポーツ協会
　電話　3449-4400
　FAX　3449-4401

⃝⃝ 95 ⃝⃝

保
育
・
教
育
・
療
育

11




