障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に規定する相談窓口について（在校生及び保護者対象）
番号
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15

学校名
函館工業高等専門学校
苫小牧工業高等専門学校
釧路工業高等専門学校
旭川工業高等専門学校
八戸工業高等専門学校
一関工業高等専門学校
仙台高等専門学校（広瀬キャンパス）
仙台高等専門学校（名取キャンパス）
秋田工業高等専門学校
鶴岡工業高等専門学校
福島工業高等専門学校
茨城工業高等専門学校
小山工業高等専門学校
群馬工業高等専門学校
木更津工業高等専門学校
東京工業高等専門学校

16 長岡工業高等専門学校
17 富山高等専門学校（本郷キャンパス）
17 富山高等専門学校（射水キャンパス）
18 石川工業高等専門学校
19 福井工業高等専門学校
20 長野工業高等専門学校
21 岐阜工業高等専門学校
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

沼津工業高等専門学校
豊田工業高等専門学校
鳥羽商船高等専門学校
鈴鹿工業高等専門学校
舞鶴工業高等専門学校
明石工業高等専門学校
奈良工業高等専門学校
和歌山工業高等専門学校
米子工業高等専門学校
松江工業高等専門学校
津山工業高等専門学校
広島商船高等専門学校
呉工業高等専門学校
徳山工業高等専門学校

36 宇部工業高等専門学校
37
38
39
39
40
41
42
43
44
45

大島商船高等専門学校
阿南工業高等専門学校
香川高等専門学校（高松キャンパス）
香川高等専門学校（詫間キャンパス）
新居浜工業高等専門学校
弓削商船高等専門学校
高知工業高等専門学校
久留米工業高等専門学校
有明工業高等専門学校
北九州工業高等専門学校

46 佐世保工業高等専門学校

相談窓口（在校生）
電話
学生課学生係
0138-59-6334
学生相談室
0144-67-8908
学生相談室
0154-57-7376
学生総合支援センター
0166-55-8124
障害を理由とする差別に関する相談窓口 0178-27-7235
保健室
0191-24-4720
学務課学生係
022-391-5539
学生課学生生活係
022-381-0364
学生課長
018-847-6016
保健センター
0235-25-9030
学生保健センター
0246-46-0734
学生相談室
029-271-2846
学生支援室
0285-20-2151
学生相談室
027-254-9067
学生相談室
0438-30-4038
学生課学生支援係
042-668-5128
学生相談室
保健室
0258-34-9330
学生寮
学生課
学務課教務担当
076-493-5405
学務課学生担当
076-493-3590
学生課教務担当
0766-86-5133
学生課学生担当
0766-86-5135
学生相談室
076-288-8000
学生相談室
0778-62-8317
学生課課長補佐
026-295-7016
学生課長
058-320-1250
教務主事
058-320-1203
学生主事
058-320-1204
学生課学生係
055-926-5734
保健室
0565-36-5844
学生相談室
0599-25-8138
059-368-1786
学生支援室
学生課長
0773-62-8880
学生相談室
078-946-6283
学生課学生係
0743-55-6034
学生課学生係
0738-29-8244
特別支援教育室
0859-24-5262
0852-36-5133
学生課学生支援係
学生課学生生活係
0868-24-8291
学生相談室
0846-67-3019
学生課長
0823-73-8414
学生課学生係
0834-29-6234
担任
学生相談室
0836-35-4973
保健室
キャリア支援室
学生課
学生相談室
0820-74-5460
学生相談室
0884-23-7134
学務課
087-869-3833
学生課
0875-83-8517
学生課課長補佐
0897-37-7723
学生課学生支援係
0897-77-4621
教務主事
088-866-5500(内線502）
特別支援教育委員会
0942-35-9316
学生課学生支援係
0944-53-8861
学生課課長補佐
093-964-7231
学生相談室
0956-34-8446
学生課教育支援係
0956-34-8419
名称

相談窓口（在校生の保護者）
電話
メールアドレス
学生課学生係
0138-59-6334
gaksecho@hakodate-ct.ac.jp
学生相談室
0144-67-8908
soudan@tomakomai-ct.ac.jp
学生相談室
0154-57-7376
k-soudan@kushiro-ct.ac.jp
学生総合支援センター
0166-55-8124
g_gakusei@asahikawa-nct.ac.jp
障害を理由とする差別に関する相談窓口 0178-27-7235
gakusei-o@hachinohe-ct.ac.jp
保健室
0191-24-4720
hokenshitsu@ichinoseki.ac.jp
学務課学生係
022-391-5539
gakusei@sendai-nct.ac.jp
学生課学生生活係
022-381-0364
gakuseiseikatsu@sendai-nct.ac.jp
学生課長
018-847-6016
g-kacho@akita-nct.ac.jp
保健センター
0235-25-9030
soudan@tsuruoka-nct.ac.jp
学生保健センター
0246-46-0734
gakusei@fukushima-nct.ac.jp
学生相談室
029-271-2846
counsel@sec.ibaraki-ct.ac.jp
学生支援室
0285-20-2151
soudan@oyama-ct.ac.jp
学生相談室
027-254-9067
soudan@jim.gunma-ct.ac.jp
学生相談室
0438-30-4038
agakusei@a.kisarazu.ac.jp
学生課学生支援係
042-668-5128
gakusei@tokyo-ct.ac.jp
学生相談室
保健室
gakkou@nagaoka-ct.ac.jp
0258-34-9330
gakkou@nagaoka-ct.ac.jp
学生寮
学生課
gaku@nc-toyama.ac.jp
学務課教務担当
076-493-5405
gaku@nc-toyama.ac.jp
ggakusei@nc-toyama.ac.jp
学務課学生担当
076-493-3590
ggakusei@nc-toyama.ac.jp
学生課教務担当
0766-86-5133
kyoumu-kakari@nc-toyama.ac.jp
homepage@nc-toyama.ac.jp
学生課学生担当
0766-86-5135
soudan2@ishikawa-nct.ac.jp
学生相談室
076-288-8000
soudan2@ishikawa-nct.ac.jp
siensitu@fukui-nct.ac.jp
学生相談室
0778-62-8317
siensitu@fukui-nct.ac.jp
g-hosa@nagano-nct.ac.jp
学生課課長補佐
026-295-7016
g-hosa@nagano-nct.ac.jp
gakusei@gifu-nct.ac.jp
学生課長
058-320-1250
gakusei@gifu-nct.ac.jp
ksyuji@gifu-nct.ac.jp
教務主事
058-320-1203
ksyuji@gifu-nct.ac.jp
gsyuji@gifu-nct.ac.jp
学生主事
058-320-1204
gsyuji@gifu-nct.ac.jp
gakusei@numazu-ct.ac.jp
学生課学生係
055-926-5734
gakusei@numazu-ct.ac.jp
soudan@toyota-ct.ac.jp
保健室
0565-36-5844
soudan@toyota-ct.ac.jp
gakusei-soudan@toba-cmt.ac.jp
学生相談室
0599-25-8138
gakusei-soudan@toba-cmt.ac.jp
gkska@jim.suzuka-ct.ac.jp
059-368-1786
gkska@jim.suzuka-ct.ac.jp
学生支援室
sabetsu-soudan@adm.maizuru-ct.ac.jp
学生課長
0773-62-8880
sabetsu-soudan@adm.maizuru-ct.ac.jp
gaku-soudan.com@akashi.ac.jp
学生相談室
078-946-6283
gaku-soudan.com@akashi.ac.jp
gakusei@jimu.nara-k.ac.jp
学生課学生係
0743-55-6034
gakusei@jimu.nara-k.ac.jp
soudan12@wakayama-nct.ac.jp
学生課学生係
0738－29－8244
soudan12@wakayama-nct.ac.jp
gakusei@yonago-k.ac.jp
特別支援教育室
0859-24-5262
gakusei@yonago-k.ac.jp
gakusei@matsue-ct.jp
0852-36-5133
gakusei@matsue-ct.jp
学生課学生支援係
gaku-k@tsuyama-ct.ac.jp
学生課学生生活係
0868-24-8291
gaku-k@tsuyama-ct.ac.jp
soudan@hiroshima-cmt.ac.jp
学生相談室
0846-67-3019
soudan@hiroshima-cmt.ac.jp
g-kacho@kure-nct.ac.jp
学生課長
0823-73-8414
g-kacho@kure-nct.ac.jp
gakuseik@tokuyama.ac.jp
学生課学生係
0834-29-6234
gakuseik@tokuyama.ac.jp
担任
学生相談室
shien@ube-k.ac.jp
0836-35-4973
shien@ube-k.ac.jp
保健室
キャリア支援室
学生課
soudan@oshima-k.ac.jp
学生相談室
0820-74-5460
soudan@oshima-k.ac.jp
gakusei@anan-nct.ac.jp
学生相談室
0884-23-7134
gakusei@anan-nct.ac.jp
gakusei@t.kagawa-nct.ac.jp
学務課
087-869-3833
gakusei@t.kagawa-nct.ac.jp
egakusei@t.kagawa-nct.ac.jp
学生課
0875-83-8517
egakusei@t.kagawa-nct.ac.jp
gakuse-m@off.niihama-nct.ac.jp
学生課課長補佐
0897-37-7723
gakuse-m@off.niihama-nct.ac.jp
gakusei@yuge.ac.jp
学生課学生支援係
0897-77-4621
gakusei@yuge.ac.jp
jinzenji@ge.kochi-ct.ac.jp
学生課課長補佐
088-866-5500(内線621） g-hosa@jm.kochi-ct.ac.jp
Q.kyoumu@ON.kurume-nct.ac.jp
Q.kyoumu@ON.kurume-nct.ac.jp
特別支援教育委員会
0942-35-9316
gakgak-staff@ml.ariake-nct.ac.jp
学生課学生支援係
0944-53-8861
gakgak-staff@ml.ariake-nct.ac.jp
g-hosa@kct.ac.jp
学生課課長補佐
093-964-7231
g-hosa@kct.ac.jp
学生相談室
0956-34-8446
soudan@sasebo.ac.jpkyouiku@sasebo.ac.jp
soudan@sasebo.ac.jpkyouiku@sasebo.ac.jp
学生課教育支援係
0956-34-8419
メールアドレス
gaksecho@hakodate-ct.ac.jp
soudan@tomakomai-ct.ac.jp
k-soudan@kushiro-ct.ac.jp
g_gakusei@asahikawa-nct.ac.jp
gakusei-o@hachinohe-ct.ac.jp
hokenshitsu@ichinoseki.ac.jp
gakusei@sendai-nct.ac.jp
gakuseiseikatsu@sendai-nct.ac.jp
g-kacho@akita-nct.ac.jp
soudan@tsuruoka-nct.ac.jp
gakusei@fukushima-nct.ac.jp
counsel@sec.ibaraki-ct.ac.jp
soudan@oyama-ct.ac.jp
soudan@jim.gunma-ct.ac.jp
agakusei@a.kisarazu.ac.jp
gakusei@tokyo-ct.ac.jp

名称

障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に規定する相談窓口について（在校生及び保護者対象）
番号

学校名

47 熊本高等専門学校（熊本キャンパス）
47 熊本高等専門学校（八代キャンパス）
48 大分工業高等専門学校
49 都城工業高等専門学校
50 鹿児島工業高等専門学校
51 沖縄工業高等専門学校
51 国立高等専門学校機構事務局

名称
学生相談室
学生相談室
学生課学生支援係
学生課教育支援係
学生相談支援室
学生何でも相談室
教育福祉推進室
（学生課学生係）
総務課

相談窓口（在校生）
電話
0965-53-6037
0965-53-1244
097-552-6365
097-552-6359
0986-47-1156
0995-42-9002

メールアドレス
nagano@kumamoto-nct.ac.jp
tokimatu@kumamoto-nct.ac.jp
gshien@oita-ct.ac.jpkshien@oita-ct.ac.jp
soudan@cc.miyakonojo-nct.ac.jp
soudanshitsu@kagoshima-ct.ac.jp

0980-55-4032

ggakusei@okinawa-ct.ac.jp

042-662-3120

soumu@kosen-k.go.jp

名称
学生相談室
学生相談室
学生課学生支援係
学生課教育支援係
学生相談支援室
学生何でも相談室
教育福祉推進室
（学生課学生係）
総務課

相談窓口（在校生の保護者）
電話
メールアドレス
0965-53-6037
nagano@kumamoto-nct.ac.jp
0965-53-1244
tokimatu@kumamoto-nct.ac.jp
097-552-6365
gshien@oita-ct.ac.jpkshien@oita-ct.ac.jp
097-552-6359
0986-47-1156
soudan@cc.miyakonojo-nct.ac.jp
0995-42-9002
soudanshitsu@kagoshima-ct.ac.jp
0980-55-4032

ggakusei@okinawa-ct.ac.jp

042-662-3120

soumu@kosen-k.go.jp

障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に規定する相談窓口について（一般対象、教職員対象）
相談窓口（一般の方）
番号

学校名

名称

電話

相談窓口（教職員）
メールアドレス

1 函館工業高等専門学校
2 苫小牧工業高等専門学校
3 釧路工業高等専門学校

総務課総務係
総務課総務係
総務課総務係

0138-59-6312
0144-67-0213
0154-57-7203

sohmu@hakodate-ct.ac.jp
soumu@tomakomai-ct.ac.jp
soumu@office.kushiro-ct.ac.jp

4 旭川工業高等専門学校

旭川高専意見箱

0166-55-8000

ikenbako@asahikawa-nct.ac.jp

障害を理由とする差別に関する相談窓口
総務係
総務課総務係
総務課庶務係
総務課長
総務係
総務課総務企画係
総務課総務係
総務課人事係
総務・広報・評価係
総務課
総務課総務係
総務課長

0178-27-7223
0191-24-4700
022-391-5508
022-381-0253
018-847-6004
0235-25-9014
0246-46-0705
029-271-2807
0285-20-2116
027-254-9005
0438-30-4007
042-668-5114
0258-34-9310

somu-o@hachinohe-ct.ac.jp
s-soumu@ichinoseki.ac.jp
soumu@sendai-nct.ac.jp
shomu@sendai-nct.ac.jp
s-kacho@akita-nct.ac.jp
s-soumu@tsuruoka-nct.ac.jp
soumu@fukushima-nct.ac.jp
soumu@sec.ibaraki-ct.ac.jp
jinji@oyama-ct.ac.jp
soumu-h@jim.gunma-ct.ac.jp
ajinji@a.kisarazu.ac.jp
somu@tokyo-ct.ac.jp
gakkou@nagaoka-ct.ac.jp

17 富山高等専門学校（本郷キャンパス）

総務課総務担当

076-493-5402

homepage@nc-toyama.ac.jp

17 富山高等専門学校（射水キャンパス）

総務課総務担当

0766-86-5168

homepage@nc-toyama.ac.jp

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
39
40
41
42
43
44
45
46
47
47
48
49
50
51
51

総務課
学生相談室
総務課総務係
総務課長
総務課総務係
保健室
総務課総務係
総務課総務企画係
総務課総務係
総務課総務・人事チーム
総務課総務係
総務課総務・企画係
総務課総務係
総務課総務係
総務課総務係
総務課総務係
総務課長
総務課総合企画室事務係
総務課総務係
総務課課長補佐(総務担当)
総務課長
総務係
総務課庶務係
総務課総務企画係
総務課総務係
総務課課長補佐（総務担当）
総務課総務係
総務課総務係
総務課課長補佐（総務担当）
総務課総務係
総務課
総務課
総務課総務係
総務課総務係
総務課総務係
総務課総務係
総務課

076-288-8000
0778-62-8317
026-295-7003
058-320-1210
055-926-5712
0565-36-5844
0599-25-8013
059-368-1711
0773-62-8862
078-946-6017
0743-55-6013
0738－29－8212
0859-24-5005
0852-36-5111
0868-24-8200
0846-67-3176
0823-73-8403
0834-29-6210
0836-31-6111
0820-74-5448
0884-23-7103
087-869-3811
0875-83-8506
0897-37-7701
0897-77-4606
088-866-5500(内線601）
0942-35-9304
0944-53-8611
093-964-7221
0956-34-8406
096-242-4190
0965-53-1210
097-552-6075
0986-47-1107
0995-42-9000
0980-55-4003
042-662-3120

madoguchi@ishikawa-nct.ac.jp
siensitu@fukui-nct.ac.jp
shomu@nagano-nct.ac.jp
soumu@gifu-nct.ac.jp
soumu@numazu-ct.ac.jp
soudan@toyota-ct.ac.jp
soumu-soumu@toba-cmt.ac.jp
somu@jim.suzuka-ct.ac.jp
s-soumu@adm.maizuru-ct.ac.jp
soumu.jim@akashi.ac.jp
s-soumu@jimu.nara-k.ac.jp
soudan11@wakayama-nct.ac.jp
soumu@yonago-k.ac.jp
m-soumu@matsue-ct.jp
jinji@tsuyama-ct.ac.jp
g-sub@hiroshima-cmt.ac.jp
s-kacho@kure-nct.ac.jp
kikaku@tokuyama.ac.jp
somu@ube-k.ac.jp
s-hosa@oshima-k.ac.jp
s-kacho@anan-nct.ac.jp
soumu@t.kagawa-nct.ac.jp
esyomu@t.kagawa-nct.ac.jp
skika-c@off.niihama-nct.ac.jp
soumu@yuge.ac.jp
s-hosa@jm.kochi-ct.ac.jp
GA-staff.GAD@ON.kurume-nct.ac.jp
sousou-staff@ml.ariake-nct.ac.jp
s-hosa@kct.ac.jp
s-soumu@sasebo.ac.jp
so-kacho@kumamoto-nct.ac.jp
so-kacho@kumamoto-nct.ac.jp
somu@oita-ct.ac.jp
shomu@jim.miyakonojo-nct.ac.jp
s_soumu@kagoshima-ct.ac.jp
ssoumu@okinawa-ct.ac.jp
soumu@kosen-k.go.jp

5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

八戸工業高等専門学校
一関工業高等専門学校
仙台高等専門学校（広瀬キャンパス）
仙台高等専門学校（名取キャンパス）
秋田工業高等専門学校
鶴岡工業高等専門学校
福島工業高等専門学校
茨城工業高等専門学校
小山工業高等専門学校
群馬工業高等専門学校
木更津工業高等専門学校
東京工業高等専門学校
長岡工業高等専門学校

石川工業高等専門学校
福井工業高等専門学校
長野工業高等専門学校
岐阜工業高等専門学校
沼津工業高等専門学校
豊田工業高等専門学校
鳥羽商船高等専門学校
鈴鹿工業高等専門学校
舞鶴工業高等専門学校
明石工業高等専門学校
奈良工業高等専門学校
和歌山工業高等専門学校
米子工業高等専門学校
松江工業高等専門学校
津山工業高等専門学校
広島商船高等専門学校
呉工業高等専門学校
徳山工業高等専門学校
宇部工業高等専門学校
大島商船高等専門学校
阿南工業高等専門学校
香川高等専門学校（高松キャンパス）
香川高等専門学校（詫間キャンパス）
新居浜工業高等専門学校
弓削商船高等専門学校
高知工業高等専門学校
久留米工業高等専門学校
有明工業高等専門学校
北九州工業高等専門学校
佐世保工業高等専門学校
熊本高等専門学校（熊本キャンパス）
熊本高等専門学校（八代キャンパス）
大分工業高等専門学校
都城工業高等専門学校
鹿児島工業高等専門学校
沖縄工業高等専門学校
国立高等専門学校機構事務局

名称
総務課総務係
総務課総務係
人事・給与係
ハラスメント相談室
（ハラスメントに関すること）
障害を理由とする差別に関する相談窓口
人事給与係
総務課総務係
総務課庶務係
総務課長
総務係
総務課総務企画係
総務課総務係
総務課人事係
総務・広報・評価係
総務課
総務課総務係
総務課課長補佐（庶務担当）
総務課主査（人事労務担当，ハラスメント
に関する苦情相談相談員）
総務課主査（人事労務担当，ハラスメント
に関する苦情相談相談員）
総務課
学生相談室
総務課総務係
総務課長
総務課人事係
保健室
総務課総務係
総務課人事給与係
総務課総務係
総務課総務・人事チーム
総務課総務係
総務課総務・企画係
総務課人事労務係
総務課人事・労務係
総務課総務係
教職員相談室
総務課長
総務課総務係
総務課総務係
総務課課長補佐(総務担当)
総務課長
人事労務係
総務課庶務係
総務課人事係
総務課人事係
総務課課長補佐（総務担当）
キャンパスハラスメント総括相談員
総務課総務係
総務課課長補佐（総務担当）
総務課人事係
総務課
総務課
総務課人事係
総務課総務係
総務課人事係
総務課人事係
総務課

電話
0138-59-6312
0144-67-0213
0154-57-7205

メールアドレス
sohmu@hakodate-ct.ac.jp
soumu@tomakomai-ct.ac.jp
jinji@office.kushiro-ct.ac.jp

各相談員（6名）の電話番号 各相談員（6名）のメールアドレス
0178-27-7229
0191-24-4705
022-391-5508
022-381-0253
018-847-6004
0235-25-9014
0246-46-0705
029-271-2807
0285-20-2116
027-254-9005
0438-30-4007
042-668-5114
0258-34-9320

jinji-o@hachinohe-ct.ac.jp
s-jinji@ichinoseki.ac.jp
soumu@sendai-nct.ac.jp
shomu@sendai-nct.ac.jp
s-kacho@akita-nct.ac.jp
s-soumu@tsuruoka-nct.ac.jp
soumu@fukushima-nct.ac.jp
soumu@sec.ibaraki-ct.ac.jp
jinji@oyama-ct.ac.jp
soumu-h@jim.gunma-ct.ac.jp
ajinji@a.kisarazu.ac.jp
somu@tokyo-ct.ac.jp
gakkou@nagaoka-ct.ac.jp

076-493-5491

yuhata@nc-toyama.ac.jp

076-493-5491

yuhata@nc-toyama.ac.jp

076-288-8000
0778-62-8317
026-295-7003
058-320-1210
055-926-5713
0565-36-5844
0599-25-8013
059-368-1712
0773-62-8862
078-946-6017
0743-55-6013
0738－29－8212
0859-24-5006
0852-36-5112
0868-24-8200
0846-67-3176
0823-73-8403
0834-29-6206
0836-31-6111
0820-74-5448
0884-23-7103
087-869-3812
0875-83-8506
0897-37-7761
0897-77-4607
088-866-5500(内線601）
0942-35-9472
0944-53-8611
093-964-7221
0956-34-8407
096-242-4190
0965-53-1210
097-552-6079
0986-47-1107
0995-42-9005
0980-55-4006
042-662-3120

madoguchi@ishikawa-nct.ac.jp
siensitu@fukui-nct.ac.jp
shomu@nagano-nct.ac.jp
soumu@gifu-nct.ac.jp
jinji@numazu-ct.ac.jp
soudan@toyota-ct.ac.jp
soumu-soumu@toba-cmt.ac.jp
jinji@jim.suzuka-ct.ac.jp
s-soumu@adm.maizuru-ct.ac.jp
soumu.jim@akashi.ac.jp
s-soumu@jimu.nara-k.ac.jp
soudan11@wakayama-nct.ac.jp
jinji@yonago-k.ac.jp
jinji@matsue-ct.jp
jinji@tsuyama-ct.ac.jp
g-sub@hiroshima-cmt.ac.jp
s-kacho@kure-nct.ac.jp
soumu@tokuyama.ac.jp
somu@ube-k.ac.jp
s-hosa@oshima-k.ac.jp
s-kacho@anan-nct.ac.jp
jinji@t.kagawa-nct.ac.jp
esyomu@t.kagawa-nct.ac.jp
jinji-c@off.niihama-nct.ac.jp
jinji@yuge.ac.jp
s-hosa@jm.kochi-ct.ac.jp
director-SG@ON.kurume-nct.ac.jp
sousou-staff@ml.ariake-nct.ac.jp
s-hosa@kct.ac.jp
s-soumu@sasebo.ac.jp
so-kacho@kumamoto-nct.ac.jp
so-kacho@kumamoto-nct.ac.jp
jinji@oita-ct.ac.jp
shomu@jim.miyakonojo-nct.ac.jp
jinji@kagoshima-ct.ac.jp
sjinji@okinawa-ct.ac.jp
soumu@kosen-k.go.jp

