
 

  

   

企 業 見 学 ・ 職 場 実 習 ・ 就 業 体 験  
 
 特別支援学校では、生徒たちの卒業後の職業的自立を目指して、授業の一環として

企 業 見 学、職 場 実 習及び就 業 体 験に取り組んでいます。 
 実際の作業風景を見たり体験したりすることのできる、たくさんの『教室』（＝職

場）を必要としています。企業の皆様から、その学びの場と機会へのご協力をお願い

します。 

 ○生徒は、「将来社会で働きたい」という夢と希望を抱いています。 

 ○生徒は、自分の適正にあった仕事を見つけるために一生懸命です。 

 ○生徒は、個々に応じた支援があれば、いろいろな仕事ができます。 

 ぜひ、生徒たちに手をお貸しください。 

特別支援学校

企 業 見 学（必要な期間… 1 日） 

・ 学校の担当教師が生徒を引率し会社を訪問します。 

・ 会社の担当者から、会社の内容、現場作業の進め方、業務を進める上で必要なこと、会社の

マナー、会社に求められていること等について説明をお願いします。 

・ 可能な範囲で、説明の他に作業体験をお願いします。 

職 場 実 習（必要な期間… 2～3 週間程度） 

・ 1 日の実習時間は概ね 6～8 時間程度です。 

・ 年間 2 回程度の現場実習を予定していますが、1 回のみのご協力でも結構です。 

・ 実際の現場作業に会社担当者の指示の下で、体験指導をお願いします。 

・ 生徒が自分の能力・適正などを確認する学習です。 

・ 実習期間は授業ですので。賃金・通勤手当などの支給は必要ありません。 

就 業 体 験：デュアルシステム（必要な期間… 1 日～2 週間程度、または週 1 日一定期間）

・ 生徒・担当教師が会社に出向き、午前中 1～2 時間程度実施します。 

・ 生徒に教師が付き添いながら職業を体験するものです。 

・ 体験期間は授業ですので、賃金・通勤手当などの支給は必要ありません。 

※期間中の事故に関しては、授業の一環であり学校側が保険に加入し対応します。 

また、上記の取り組み内容は特別支援学校ごとに若干異っている場合があります。 



新潟県内特別支援学校一覧

視
覚
障
害

県立新潟盲学校 上田　淳一 新潟市中央区山二ツ３－８－１ 025-286-3224

県立江南高等特別支援学校
　　(県立高等養護学校　　H23.4.1校名変更)

久保田　健 新潟市江南区北山１５１０ 025-381-0077

県立江南高等特別支援学校　川岸分校
　　　　　　　　　　　　(H24.4.1設置）

小林　政広 新潟市中央区川岸町２－４ 025-230-5544

県立西蒲高等特別支援学校
　　(県立高等養護学校手まりの里分校　H23.4.1本校化)

関根　秀樹 新潟市西蒲区堀山新田５１－１ 0256-72-2049

県立吉川高等特別支援学校
　　　　　　　　　　(H22.11.1設置　　H23.4.1開校)

青木　一美 上越市吉川区原之町１４４７ 025-539-3232

県立村上特別支援学校
　　(県立村上養護学校　　H23.4.1校名変更)

二宮　直樹 村上市山居町２－１６－２９ 0254-53-0448

県立村上特別支援学校　いじみの分校
　　(県立村上養護学校いじみの分校　H23.4.1校名変更)

鈴木　美智子 新発田市五十公野４６５１－１ 0254-24-7328

県立駒林特別支援学校
　　(県立新潟養護学校駒林分校　　H23.4.1本校化)

小川　信治 阿賀野市駒林５０５０ 0250-67-4851

県立五泉特別支援学校
  　(県立月ヶ岡養護学校ふなおか分校　　H22.4.1本校化)

飯濱　美好 五泉市尻上１７３ 0250-43-4370

県立月ヶ岡特別支援学校
　　(県立月ヶ岡養護学校　　H23.4.1校名変更)

齋藤　裕行 三条市月岡４９３５ 0256-32-5963

県立小出特別支援学校
　　(県立小出養護学校　　H23.4.1校名変更)

田野辺　智光 魚沼市十日町１７３８－２ 025-792-5412

県立はまなす特別支援学校
(県立はまなす養護学校　　H23.4.1校名変更)

田村　真由美 柏崎市松波４－１０－１ 0257-24-7451

県立高田特別支援学校
　　(県立高田養護学校　　H23.4.1校名変更)

設楽　なつ子 上越市寺町１－１５－４４ 025-524-6538

県立高田特別支援学校　ひすいの里分校
　　(県立高田養護学校ひすいの里分校　　H23.4.1校名変更)

神谷　貴子 糸魚川市中央１－２－１    糸魚川小学校内 025-553-9160

県立佐渡特別支援学校
　　(県立佐渡養護学校　　H23.4.1校名変更)

市橋　勝三郎 佐渡市下新穂88 0259-22-2138

県立東新潟特別支援学校
　　(県立新潟養護学校　　H23.4.1校名変更)

金谷　洋子 新潟市東区海老ヶ瀬９９４ 025-274-3261
発達障害生徒
の在籍有り

県立はまぐみ特別支援学校
　　(県立はまぐみ養護学校　　H23.4.1校名変更)

黒鳥　健 新潟市中央区水道町１－５９３２ 025-266-7265
発達障害生徒
の在籍有り

県立上越特別支援学校
　　(県立上越養護学校　　H23.4.1校名変更)

山﨑　昌代 上越市大和６－４－３７ 025-522-1441
発達障害生徒
の在籍有り

県立吉田特別支援学校
　　(県立吉田養護学校　　H23.4.1校名変更)

村山　栄子 燕市吉田大保町３２－２４ 0256-92-5369
発達障害生徒
の在籍有り

県立柏崎特別支援学校
　　(県立柏崎養護学校　　H23.4.1校名変更)

鈴木　節子 柏崎市赤坂町３－６３ 0257-24-7476

見附市立見附特別支援学校
　　(見附市立見附養護学校　　H23.4.1校名変更)

西方　康七 見附市月見台１－１０－７４ 0258-63-2210

妙高市立にしき特別支援学校
　　(妙高市立にしき養護学校　　H22.4.1校名変更)

岡部　清人 妙高市錦町２－８－１ 0255-72-1926

長岡市立総合支援学校
　(長岡市立養護学校　　H24.4.1校名変更)

矢島　加奈子 長岡市日越１４０２ 0258-47-3352

知
的

障
害 新潟大学教育学部附属特別支援学校 佐藤　宏充 新潟市中央区西大畑町５２１４ 025-223-8383

肢
体
不
自
由

備考

025-768-3325

お問い合わせは最寄のハローワーク又は上記特別支援学校の進路指導担当者までお願いします。

当校HPの「進路だよ
り」から取組みの実施
状況を閲覧可能

県立小出特別支援学校　ふれあいの丘分校（高等部）
(県立小出養護学校ふれあいの丘分校H23.4.1校名変更)

細井　哲明

025-273-5898

0258-32-1007

知的障害生徒
の学級あり

知
　
　
的
　
　
障
　
　
害

県立長岡聾学校
知的障害生徒
の学級あり

平野　英明

高野　未来

新潟市東区小金台１－１

長岡市水道町２－１－１３

知
的
障
害

病
弱

           住          所 電     話進路指導担当者

聴
覚
障
害

県立新潟聾学校

十日町市伊勢平治７１１－２  川西高等学校内

主
た
る
障
害

学    校    名



主たる障害 学　校　名　＊（　　）内は旧校名 電話番号 進路指導担当者

県立村上特別支援学校

　　（県立村上養護学校）

県立村上特別支援学校　いじみの分校

（県立村上養護学校　いじみの分校）

0254-53-0448 二宮　直樹

0254-24-7328 鈴木　美智子

村上市山居町２－１６－２９

新発田市五十公野４６５１－１

下越圏域内特別支援学校一覧表

知的障害

住所

958-0853

957-0021

下越圏域

村上特別支援学校

職業紹介部門

TEL：（０２５４）２７－６６７７

ハローワーク村上

職業紹介部門

又は上記特別支援学校の進路指導担当者
までお願いします。

TEL：（０２５４）５３－４１４１

ハローワーク新発田

【問合せ先】

下越圏域

村上特別支援学校

いじみの分校



主たる障害 学　校　名　＊（　　）内は旧校名 電話番号 進路指導担当者 備考

視覚障害 県立新潟盲学校 025-286-3224 上田　淳一

聴覚障害 県立新潟聾学校 025-273-5898 平野　英明
知的障害生徒の
学級あり

県立江南高等特別支援学校

　　（県立高等養護学校）

県立江南高等特別支援学校　川岸分校 025-230-5544 小林　政広

県立西蒲高等特別支援学校

　　（県立高等養護学校　手まりの里分校）

県立駒林特別支援学校

　　（県立新潟養護学校　駒林分校）

県立五泉特別支援学校

（県立月ヶ岡養護学校ふなおか分校）

新潟大学教育学部附属特別支援学校 025-223-8383 佐藤　宏充

県立東新潟特別支援学校

　　（県立新潟養護学校）

県立はまぐみ特別支援学校 発達障害生徒の
在籍有り

025-266-7265

新潟圏域内特別支援学校一覧表

飯濱　美好

新潟市東区海老ケ瀬９９４ 025-274-3261 金谷　洋子

関根　秀樹

小川　信治

発達障害生徒の
在籍有り

肢体不自由

新潟市中央区川岸町２－４

五泉市尻上１７３ 0250-43-4370

阿賀野市駒林５０５０

新潟市中央区西大畑町５２１４

0250-67-4851

新潟市中央区水道町１－５９３２

知的障害

黒鳥　健

住所

新潟市江南区北山１５１０ 025-381-0077 久保田　健

0256-72-2049

新潟市中央区山二ツ３－８－１

新潟市東区小金台１－１

新潟市西蒲区堀山新田５１－１

　　（県立はまぐみ養護学校）

ハローワーク新潟

専門援助部門

TEL：（０２５）２８０－８６０９（部門コード４３♯）

在籍有り

TEL：（０２５０）２２－２２３３

又は上記特別支援学校の進路指導担当者までお願いします。

ハローワーク新発田

職業紹介部門

TEL：（０２５４）２７－６６７７

ハローワーク新津

職業紹介部門

【問合せ先】

黒 健

新潟圏域
駒林特別支援学校

五泉特別支援学校

江南高等特別支援学校

東新潟特別支援学校

新潟聾学校

新潟盲学校

附属特別支援学校

西蒲高等特別支援学校

はまぐみ特別支援学校

川岸分校



主たる障害 学　校　名　＊（　　）内は旧校名 電話番号 進路指導担当者 備考

県立月ヶ岡特別支援学校

　　（県立月ヶ岡養護学校）

県立吉田特別支援学校

　　（県立吉田養護学校）

発達障害生徒の
在籍有り

住所

病弱 燕市吉田大保町３２－２４ 0256-92-5369

県央圏域内特別支援学校一覧表

知的障害

村山　栄子

三条市月岡４９３５ 0256-32-5963 齋藤　裕行

県央圏域

月ヶ岡特別支援学校

吉田特別支援学校

又は上記特別支援学校の進路指導担当者までお願いします。

【問合せ先】

ハローワーク三条

職業紹介部門

TEL：（０２５６）３８－５４３１

ハローワーク巻

職業紹介部門

TEL：（０２５６）７２－３１５５

県央圏域

月ヶ岡特別支援学校

吉田特別支援学校



主たる障害 学　校　名　＊（　　）内は旧校名 電話番号 進路指導担当者 備考

聴覚障害 県立長岡聾学校 0258-32-1007 高野　未来
知的障害生徒の
学級あり

県立はまなす特別支援学校

　　（県立はまなす養護学校）

長岡市立総合支援学校

　　（長岡市立養護学校）

　見附市立見附特別支援学校

　　（見附市立見附養護学校）

県立柏崎特別支援学校

　　（県立柏崎養護学校）

長岡市日越１４０２ 0258-47-3352 矢島　加奈子

柏崎市赤坂町３－６３ 0257-24-7476 鈴木　節子

中越圏域内特別支援学校一覧表

住所

長岡市水道町２－１－１３

知的障害

病弱

0257-24-7451 田村　真由美

0258-63-2210 西方　康七

柏崎市松波４－１０－１

見附市月見台１－１０－７４

見附特別支援学校

長岡聾学校

長岡市立総合支援学校

柏崎特別支援学校

はまなす特別支援学校

TEL：（０２５６）３８－５４３１

専門援助部門

TEL：（０２５８）３２－１１８１（部門コード４２♯）

ハローワーク三条

職業紹介部門

ハローワーク柏崎

職業紹介部門

TEL：（０２５７）２３－２１４０

又は上記特別支援学校の進路指導担当者までお願いします。

ハローワーク長岡

【問合せ先】

中越圏域

見附特別支援学校

長岡聾学校

長岡市立総合支援学校

柏崎特別支援学校

はまなす特別支援学校



主たる障害 学　校　名　＊（　　）内は旧校名 電話番号 進路指導担当者 備考

県立小出特別支援学校

　　（県立小出養護学校）

県立小出特別支援学校
ふれあいの丘分校（高等部）

　　（県立小出養護学校　ふれあいの丘分校）

魚沼圏域内特別支援学校一覧表

住所

知的障害

魚沼市十日町１７３８－２ 025-792-5412 田野辺　智光

十日町市伊勢平治７１１－２
川西高等学校内

025-768-3325 細井　哲明

当校HPの「進
路だより」から
取組みの実施
状況を閲覧可
能

魚沼圏域
小出特別支援学校

ふれあいの丘高等部

TEL：（０２５）７５７－２４０７

ハローワーク南魚沼

職業紹介部門

【問合せ先】

TEL：（０２５）７９２－８６０９

又は上記特別支援学校の進路指導担当者までお願いします。

ハローワーク小千谷

職業紹介部門

TEL：（０２５８）８２－２４４１

ハローワーク十日町

ハローワーク小出

職業紹介部門

職業紹介部門

TEL：（０２５）７７２－３１５７

魚沼圏域
小出特別支援学校

ふれあいの丘高等部



主たる障害 学　校　名　＊（　　）内は旧校名 電話番号 進路指導担当者 備考

県立吉川高等特別支援学校 025-539-3232 青木　一美

県立高田特別支援学校

　　（県立高田養護学校）

県立高田特別支援学校　ひすいの里分校

　　（県立高田養護学校　ひすいの里分校）

妙高市立にしき特別支援学校

　　（妙高市立にしき養護学校）

県立上越特別支援学校

　　（県立上越養護学校）

肢体不自由

住所

025-524-6538 設楽　なつ子

上越市吉川区原之町１４４７

糸魚川市中央１－２－１
糸魚川小学校内

神谷　貴子

上越市大和６－４－３７

岡部　清人

025-522-1441 山﨑　晶代

025-553-9160

上越圏域内特別支援学校一覧表

発達障害生徒の
在籍有り

妙高市錦町２－８－１ 0255-72-1926

知的障害

上越市寺町１－１５－４４

上越圏域

ひすいの里分校

吉川高等特別支援学校

市立にしき特別支援学校

高田特別支援学校

上越特別支援学校

職業紹介部門

高齢・障害者部門

TEL：（０２５）５５２－０３３３

ハローワーク糸魚川

職業紹介部門

TEL：（０２５５）７３－７６１１

TEL：（０２５）５２３－６１２１

ハローワーク妙高

【問合せ先】

ハローワーク上越

又は上記特別支援学校の進路指導担当者までお願いします。

上越圏域

ひすいの里分校

吉川高等特別支援学校

市立にしき特別支援学校

高田特別支援学校

上越特別支援学校



主たる障害 学　校　名　＊（　　）内は旧校名 電話番号 進路指導担当者

知的障害

佐渡圏域内特別支援学校一覧表

佐渡市下新穂８８ 0259-22-2138 市橋　勝三郎

住所

県立佐渡特別支援学校
(県立佐渡養護学校）

９５２-０１１４

佐渡特別支援学校

【問合せ先】

又は上記特別支援学校の進路指導担当者ま
でお願いします。

ハローワーク佐渡

職業紹介部門

TEL：（０２５９）２７－２２４８
佐渡圏域

佐渡特別支援学校


