令和４年度 教育支援センター（適応指導教室）開設状況一覧 〔心の教育相談センターＨＰ公開用〕
教室名

施設の名称

〒

教育支援ルーム｢ウイング｣

明日都浜大津

520-0047

教育支援ルーム｢ウイングわに」

和邇文化センター

520-0528

教育支援ルーム｢ウイングぜぜ」

大津市生涯学習センター

520-0814

教育支援ルーム｢ウイングせた」

瀬田北市民センター

520-2145

彦根市教育支援教室「オアシス」

彦根市立教育研究所
（彦根市役所 中央町別館３階）

522-0063 彦根市中央町2番26号

こどもサポートルーム なないろ「あざい」

あざい（浅井体育館の駐車場内）

526-0244 長浜市内保町2682

大津市

彦根市

令和４年４月１日現在

住所
TEL
FAX
大津市浜大津四丁目1番１号
明日都浜大津3階
大津市和邇高城12番地
和邇文化ｾﾝﾀｰ2階会議室
077-527-5525 077-526-8030
大津市本丸町6番50号
大津市生涯学習ｾﾝﾀｰ2階研修室
大津市大将軍一丁目14番30号
瀬田北市民センター内
0749-24-0415 0749-24-0417

こどもサポートルーム なないろ「大地の家」 長浜市役所浅井支所

526-0292 長浜市内保町2490番地の1

こどもサポートルーム なないろ「ジョイ」

長浜市役所高月支所

529-0233 長浜市高月町渡岸寺160

眞行寺（研修室）

526-0056 長浜市朝日町24－25

長浜市役所湖北支所

529-0341 長浜市湖北町速水2745

北部振興局庁舎別館

529-0492 長浜市木之本町木之本1757-2

マナビィ

523-0891 近江八幡市鷹飼町52

0748-37-1205

長浜市

こどもサポートルーム なないろ
長浜サテライト教室「ひまわり」
こどもサポートルーム なないろ
湖北サテライト教室「みらい」
こどもサポートルーム なないろ
木之本サテライト教室「ほっと」
近江八幡市 適応指導教室「よしぶえ」

長浜市教育センター
教育相談室

開設日
月～金

開設時間・備考
9:00～15:00 （木 12:00まで）

火水金
火水木

9:00～11:30

月木金
火水木
金

小学生 9:30～14:30 中学生 9:30～15:00
小中学生9:30～12:00

月～金

月～木 9：00～15：00 金 9：00～14：00

0749-74-3702 0749-74-3181

月～金
月水木金

9:00～14:30

草津市

適応指導教室「やまびこ」

草津市立教育研究所

525-0041 草津市青地町1086

077-563-1270 077-563-0117

守山市

適応指導教室「くすのき教室」

守山市教育研究所

524-0041 守山市勝部三丁目9-1

077-583-4217 077-583-4237

栗東市

児童生徒支援室
子ども成長支援教室「あいあい」

栗東市学習支援センター

520-3015 栗東市安養寺3-1-1

077-554-6104 077-554-6107

適応指導教室水口教室（ハッピーホーム）

旧貴生川保育園跡地

528-0049 甲賀市水口町貴生川558番地

適応指導教室甲賀サテライト教室

鹿深夢の森 甲賀創健館

520-3414 甲賀市甲賀町大久保507-2

適応指導教室信楽サテライト教室

子育て支援センター２Ｆ

529-1851 甲賀市信楽町長野1251番地

野洲市

適応指導教室「ドリーム教室」

野洲市ふれあい教育相談センター

520-2331 野洲市小篠原1965番地4

077-587-6925 077-587-2004

月～金

月火水木 9:30～14:00 金 9:30～12:00

湖南市

ふれあい教室

湖南市教育サポートセンター

520-3233 湖南市柑子袋557番地2

0748-72-4810 0748-72-4810

月～金

高島市

高島市教育支援センター「スマイル」

高島市教育支援センター

520-1621 高島市今津町今津452-3

0740-22-5080 0740-22-5080

月～金

10:00～14:00
月水金 9:00～12:00 13:00～14:00
火木 9:00～12:00

児童生徒成長支援室 オアシス教室

527-0028 東近江市八日市金屋二丁目6-25 0748-22-0120 0748-22-0120

甲賀市

（守山市生涯学習・教育支援センター４階）

火：学校登校日

月水木金
火：学校ﾁｬﾚﾝｼﾞﾃﾞｰ

月～金

月～金
0748-65-5512 0748-70-3302

随時
随時

9:30～15:00 (金 14:00まで)
9:30～15:00
【午前】 9:30～11:25
(月火: 小学生優先 / 水木金：中学生優先)
【午後】 13:10～15:05
(月火: 中学生優先 / 木金：小学生優先)
小学生(集団)：火 9:00～13:00 木 9:00～11:40
中学生(集団)：月水金 9:00～13:00
中学生(学力補充ﾀｲﾑ)：月水 13:00～14:00
小・中学生(個別)：月～木 14:00～15:30

児童生徒成長支援室 チャレンジ教室

子どもオアシス
東近江市役所
能登川コミュニティセンター別館２Ｆ
東近江市役所 蒲生支所３Ｆ

529-1531 東近江市市子川原町676

0748-24-5679

米原市

教育支援センター「みのり」

米原市役所 山東支所 南館２階

52１-0292 米原市長岡1206

090-7110∸3849

月～金

日野町

適応指導教室「ステップ」

529-1698 蒲生郡日野町河原1丁目1番地

0748-52-6564 0748-52-4665

月～金

竜王町

自立支援ルーム

520-2592 蒲生郡竜王町小口276-1

0748-58-3741 0748-58-3740

月～金

9:00～17:00

愛荘町

愛荘町適応指導教室「フレンズ愛荘」

529-1331 愛知郡愛荘町川久保164番地1

0749-37-8056 0749-37-4192

月～金

9:30～12:00

甲良町

子ども成長支援教室「なごみ」

日野町サポートスクール「ステップ」
竜王町ふれあい相談
発達支援センター（公民館内）
川久保地域総合センター
「川久保教育集会所」内
甲良町子育て支援センター

月水金 9:30～11:30 12:30～14:30
火木 9:30～11:30
9:00～12:30

522-0271 犬上郡甲良町下之郷1509

0749-38-8003 0749-38-3400

月～金

9:00～17:00

多賀町

適応指導教室「にじ」

多賀町総合福祉保健センター

522-0341 犬上郡多賀町多賀221-1

0749-48-8137 0749-48-8138

月～金

9:00～17:00

東近江市

児童生徒成長支援室 さわやか教室

※豊郷町は、地域総合センター（隣保館）にて対応を行っています。

521-1205 東近江市躰光寺町262

0748-42-9920

月～金

10:00～12:00 （午後は個別対応）

令和４年度

不登校対応相談室開設状況一覧
教室名

〔心の教育相談センターＨＰ公開用〕

施設の名称

〒

住所

滋賀県

滋賀県心の教育相談センター 滋賀県心の教育相談センター

520-2321 野洲市北櫻978-95

大津市

大津市教育支援センター

520-0047

彦根市

ともづな教育相談

長浜市

長浜市教育センター
教育相談室

明日都浜大津（１階）
彦根市立教育研究所

大津市浜大津四丁目１番１号
明日都浜大津 １階

令和４年４月１日現在
TEL
FAX
ＴＥＬ/FAX 077-586-4301
相談 077-586-8125
077-527-5525 077-526-8030

開設日

開設時間・備考

月～金

9:30～16:30

電話相談月～土

9:00～17:00

来所相談月～土（要予約） 9:00～16:30 （木曜日は9:00～12:00）

522-0063 彦根市中央町2番26号

0749-24-0415 0749-24-0417

木曜日を基本

長浜市役所浅井支所

526-0292 長浜市内保町２４９０－１

0749-74-3702 0749-74-3181

月～金

9:00～17:00

近江八幡市 相談室１・相談室２

マナビィ

523-0891 近江八幡市鷹飼町５２

0748-37-8877

月～金

9:00～16:30

草津市

やまびこ教育相談室

草津市立教育研究所

525-0041 草津市青地町１０８６

077-563-1270 077-563-0117

月～金

守山市

守山市教育相談室

524-0041 守山市勝部三丁目９－１

077-583-4237 077-583-4237

月～金

9:00～17:00

栗東市

児童生徒支援室
教育相談室「だんだん」

栗東市学習支援センター

520-3015 栗東市安養寺３－１－１

077-554-6104 077-554-6107

月～金

（午前） 9:30～12:00 （午後）13:00～16:00

甲賀市

発達支援課

甲賀市役所

528-8502 甲賀市水口町水口6053番地

0748-69-2178 0748-69-2298

月～金

9:00～17:00（電話・FAXで予約）

野洲市

こころの教育相談

野洲市ふれあい教育相談センター

520-2331 野洲市小篠原１９６５番地４

077-587-6925 077-587-2004

月～金

10:30～17:00

湖南市

湖南市教育相談室
（ふれあい教育相談室）

湖南市教育サポートセンター

520-3233 湖南市柑子袋５５７番地２

0748-72-4810 0748-72-4810

月～金

9:00～16:00

高島市

教育相談・課題対応室

高島市役所

520-1592 高島市新旭町北畑５６５番地

0740-25-8557 0740-25-8145

月～金

8:30～17:00

東近江市

児童生徒成長支援室
（子どもオアシス）

児童生徒成長支援室

527-0028 東近江市八日市金屋二丁目6-25

0748-22-0120 0748-22-0120

月～金

米原市

こころの教育相談

米原市役所

521-8501 米原市米原1016

0749-53-5152 0749-53-5129

月～金

8:30～17:00

日野町

子育て・教育相談センター

子育て・教育相談センター

529-1609 蒲生郡日野町中道二丁目１２

0748-53-3838 0748-53-3837

月～金

8:30～17:15

竜王町

教育相談

竜王町教育委員会

520-2592 蒲生郡竜王町小口３番地

0748-58-3719 0748-58-2655

月～金

8:30～17:15

子育て世代包括支援センター

愛荘町役場 愛知川庁舎

529-1380 愛知郡愛荘町愛知川７２番地
0749-37-8056 0749-37-4192

月～金

愛荘町
愛荘町適応指導教室
「フレンズ愛荘」

（彦根市役所 中央町別館３階）

守山市教育研究所
（守山市生涯学習・教育支援センター３階）

川久保地域総合センター
「川久保教育集会所」内

14:00～17:00

（午前）9:00～12:00 （午後）13:00～17:00
祝日を除く 金は14:00まで

月13:30～16:30 火～金9:00～16:30
（電話予約受付9:00～16:00）

8:30～17:15

529-1331 愛知郡愛荘町川久保１６４番地１

9:30～12:00

甲良町

子ども成長支援教室
「なごみ」

甲良町子育て支援センター

522-0271 犬上郡甲良町下之郷１５０９

0749-38-8003 0749-38-3400

月～金

9:00～17:00

多賀町

多賀町適応指導教室
「にじ」

多賀町総合福祉保健センター

522-0341 犬上郡多賀町多賀２２１－１

0749-48-8137 0749-48-8138

月～金

9:00～17:00

※豊郷町は、地域総合センター（隣保館）にて対応を行っています。

