
［所属コード］
開校年度

［７９９００］ 〒960-8002

TEL 024(534)2574
FAX 024(533)2470

31.2.11
［７９９１０］ 〒963-0201

TEL 024(951)2081
31.2.11 FAX 024(951)8410

［７９９１１］ 〒960-8002

TEL 024(531)5013
昭和 4.5.11 FAX 024(531)5013

［７９９１２］ 〒965-0006

TEL 0242(22)1286
昭和 23.4.1 FAX 0242(22)1286

［７９９１３］ 〒970-0116

TEL 0246(34)2202
昭和 24.4.1 FAX 0246(34)5137

［７９９２０］ 〒960-0251

TEL 024(558)8710
54.4.1 FAX 024(556)0416

［７９９２５］ 〒960-0251

TEL 024(572)6676
4.4.1 FAX 024(575)0555

［７９９３５］ 〒963-0714

TEL 024(956)1901
6.4.1 FAX 024(956)5416

［７９９５０］ 〒961-8071

TEL 0248(25)3110
49.4.1 FAX 0248(25)5087

［７９９６０］ 〒963-7855

TEL 0247(26)5544
54.4.1 FAX 0247(26)1948

［７９９６１］ 〒963-6313

TEL 0247(57)6291
平成 29.4.1 FAX 0247(57)6292

［７９９６５］ 〒963-4315

TEL 0247(82)4114
FAX 0247(82)4119

29.4.1
〒963-4398

TEL 0247(82)4627
FAX 0247(82)4629

［７９９７０］ 〒965-0006

TEL 0242(32)2242
2.4.1 FAX 0242(32)6079

［７９９７５］ 〒969-3283

TEL 0242(65)2151
53.4.1 FAX 0242(62)5083

たまかわ校

たむら支援学校

平成
No.９７

No.９６

https://ishikawa-sh-tamakawa.fcs.ed.jp/

https://tamura-sh.fcs.ed.jp/

https://aizu-sh.fcs.ed.jp/

令和4年4月1日

特別支援教育課

https://fukushima-sb.fcs.ed.jp/

https://fukushima-sd.fcs.ed.jp/

https://fukushima-sd-fukushima.fcs.ed.jp/

https://fukushima-sd-aizu.fcs.ed.jp/

https://fukushima-sd-taira.fcs.ed.jp/

https://ohzasou-sh.fcs.ed.jp/

https://abukuma-sh.fcs.ed.jp/

https://nishigo-sh.fcs.ed.jp/

https://ishikawa-sh.fcs.ed.jp/

https://inawashiro-sh.fcs.ed.jp/

視
覚
障
が
い

福島市森合町6-34

石川郡石川町字猫啼360-3

平成
No９３

昭和

西白河郡西郷村大字真船
字芝原151-1

字並柳西3966-2

昭和

No.９４

西郷支援学校

石川支援学校

猪苗代支援学校

会津支援学校

（小・中学部）

（高等部）

県
立

知
的
障
が
い

耶麻郡猪苗代町大字長田

郡山市中田町赤沼字杉並139
あぶくま支援学校

石川郡玉川村大字川辺字舘171

福 島 校

会 津 校

平 校

会津若松市一箕町大字

県
立

聴
覚
障
が
い

郡山市大槻町西ノ宮西32

昭和
分
校

（
小
・

中
学
部

）

No.９５

平成

会津若松市一箕町
鶴賀字下柳原102

田村市船引町春山字道ノ原51

田村市船引町船引字石崎15-3
（県立船引高等学校内）

障がい別

県
立

聴覚支援学校

明治

昭和

No.９１

分
校

（
幼
・
小
学
部

）

No.８９

鶴賀字下柳原102

いわき市平馬目字馬目崎61

福島市大笹生字爼板山182-2

https://date-sh.fcs.ed.jp/

令和４年度　福島県特別支援学校一覧

所在地・電話番号

視覚支援学校

学校番号
校　　名

No.８７

明治
No.８８

ホームページアドレス

福島市森合町6-34

No.８９

だて支援学校

令和

伊達市保原町大泉字大舘78番地

大笹生支援学校

https://ishikawa-sh-tamakawa.fcs.ed.jp/
https://tamura-sh.fcs.ed.jp/
https://aizu-sh.fcs.ed.jp/
https://fukushima-sb.fcs.ed.jp/
https://fukushima-sd.fcs.ed.jp/
https://fukushima-sd-fukushima.fcs.ed.jp/
https://fukushima-sd-aizu.fcs.ed.jp/
https://fukushima-sd-taira.fcs.ed.jp/
https://ohzasou-sh.fcs.ed.jp/
https://abukuma-sh.fcs.ed.jp/
https://nishigo-sh.fcs.ed.jp/
https://ishikawa-sh.fcs.ed.jp/
https://inawashiro-sh.fcs.ed.jp/
https://date-sh.fcs.ed.jp/


［所属コード］
開校年度

障がい別 所在地・電話番号
学校番号
校　　名

ホームページアドレス

［７９９８５］ 〒970-8028

TEL 0246(34)3806
58.4.1 FAX 0246(34)5183

［７９９８６］ 〒979-0141

TEL 0246（65）3155
平成 27.4.1 FAX 0246（65）3156

［７９９９０］ 〒970-0116

TEL 0246(34)7050
53.4.1 FAX 0246(34)7052

〒979-0201

TEL 0246(32)7172
FAX 0246(32)7179

［７９９９５］ 〒979-2333

TEL 0244(67)1515
22.4.1 FAX 0244(46)3915　

［７１９０１］ 〒960-8234

TEL 024(534)2643

40.4.1 FAX 024(534)2642

〒960-8164

TEL 024(546)0535

52.4.1 FAX 024(546)5480
［７９９３０］ 〒963-8041

TEL 024(951)0247
37.4.1 FAX 024(961)5784

［７９９８０］ 〒970-8001

TEL 0246(24)2501
35.11.1 FAX 0246(23)5135

［７９９４０］ 〒962-0868

TEL 0248(76)2511
48.4.1 FAX 0248(72)4729

［７９９４１］ 〒960-1247

TEL 024(548)2541
昭和 62.4.1 FAX 024(548)0606

［７９９４２］ 〒963-8021

TEL 024(933)4136
昭和 51.4.1 FAX 024(933)3780

［７９９７１］ 〒965-0876 

TEL 0242(28)0640
昭和 53.4.1 FAX 0242(26)4541

市立１校
国立１校

２５校

〒963-8041

郡山市富田町字上ノ台4-1

TEL 024(952)6497

FAX 024(952)6599

福島市立ふくしま支援学校

国立大学法人福島大学
附属特別支援学校

くぼた校

医 大 校

郡　山 校

県
立

分
校

（
小
・
中
学
部

）

平支援学校

いわき支援学校

富岡支援学校

http://www.ash.fukushima-u.ac.jp/

https://koriyama-sh.fcs.ed.jp/

https://taira-sh.fcs.ed.jp/

https://sukagawa-sh.fcs.ed.jp/

https://sukagawa-sh-idai.fcs.ed.jp/

https://aizu-sh-takeda.fcs.ed.jp/

No.９８

病弱   県立１５校　８分校視覚障がい

県立　１

https://iwaki-sh.fcs.ed.jp/

https://iwaki-sh-kubota.fcs.ed.jp/

https://tomioka-sh.fcs.ed.jp/

https://soma-sh.fcs.ed.jp/

https://fukushima.fcs.ed.jp/ふくしま支援学校

福島市八木田字並柳71

（県立四倉高等学校内）

相馬支援学校

昭和
分
校

（
高
等
部

）

南相馬市鹿島区寺内字鷺内７９番地

福島市山居146-1

肢
体
不
自
由

病
弱

（小学部）

（中・高等部）

昭和

市
立

国
立

県
立

県
立

知
的
障
が
い

郡山支援学校

https://special-center.fcs.ed.jp/

肢体不自由聴覚障がい

県立１１（分校２）
市立１　国立１

県立２県立１（分校３）

昭和

知的障がい

([財]･竹田綜合病院内)

いわき市平上平窪字羽黒40-45

昭和
No.９２

昭和

会津若松市山鹿町3-27

須賀川支援学校

会津支援学校竹田校

須賀川市芦田塚13-5

県立１（分校３）

福島県特別支援教育センター

No.９０

昭和

郡山市富田町字上ノ台１

No.１００

昭和

No.４３
平成

No.１０１

（聴覚支援学校平校敷地内）

いわき市四倉町5丁目4

https://sukagawa-sh-koriyama.fcs.ed.jp/

福島市光が丘1
(県立医科大学附属病院内）

郡山市桜木二丁目21-13

いわき市勿来町窪田町通2丁目1
（県立勿来高等学校内）

いわき市平馬目字馬目崎61

いわき市平上神谷字石ノ町13-1
No.９９

http://www.ash.fukushima-u.ac.jp/
https://koriyama-sh.fcs.ed.jp/
https://taira-sh.fcs.ed.jp/
https://sukagawa-sh.fcs.ed.jp/
https://sukagawa-sh-idai.fcs.ed.jp/
https://aizu-sh-takeda.fcs.ed.jp/
https://iwaki-sh.fcs.ed.jp/
https://iwaki-sh-kubota.fcs.ed.jp/
https://tomioka-sh.fcs.ed.jp/
https://soma-sh.fcs.ed.jp/
https://fukushima.fcs.ed.jp/ふくしま支援学校
https://special-center.fcs.ed.jp/
https://sukagawa-sh-koriyama.fcs.ed.jp/

