埼玉県立三郷特別支援学校 沿革
昭和53年 9月 1日 埼玉県立川口養護学校三郷分校準備委員発令
埼玉県立川口養護学校内に準備室開設
開設準備委員長 望月 勝久（県立川口養護学校長）
昭和53年11月 1日 三郷市立彦成小学校内に準備室移転
昭和54年 3月27日 埼玉県立川口養護学校三郷分校認可
昭和54年 3月29日 第一期工事完了 普通教室６ 特別教室２ 食堂
昭和54年 4月 1日 埼玉県立川口養護学校三郷分校設置
学校長 望月 勝久 着任（川口養護学校長兼任）
小学部７ 中学部２ 訪問３ 計12学級 児童生徒47名
昭和55年 2月16日 第二期工事完了 普通教室３ 特別教室５ 管理室５
昭和55年 4月 1日 埼玉県立三郷養護学校設置
高等部開設
学校長 岩崎 廣治 着任（県立上尾東高等学校より）
小学部９ 中学部４ 高等部２ 訪問２ 計19学級 児童生徒数68名
昭和55年 5月27日 校舎竣工落成式挙行 この日を開校記念日と定める
昭和56年 4月 1日 小学部11 中学部４ 高等部２ 訪問２ 計19学級 児童生徒数87名
昭和57年 3月25日 第三期工事完了 普通教室７ 特別教室３
昭和57年 4月 1日 小学部11 中学部４ 高等部３ 訪問２ 計20学級 児童生徒数97名
昭和58年 4月 1日 学校長 柳澤 民雄 着任（県立越谷養護学校より）
小学部11 中学部５ 高等部３ 訪問２ 計21学級 児童生徒数103名
昭和59年 4月 1日 小学部11 中学部６ 高等部４ 訪問２ 計23学級 児童生徒数126名
昭和60年 4月 1日 小学部10 中学部９ 高等部５ 訪問２ 計26学級 児童生徒数155名
昭和61年 3月31日 校地拡張造成工事完了
昭和61年 4月 1日 小学部10 中学部９ 高等部８ 訪問２ 計29学級 児童生徒数165名
昭和62年 3月31日 第四期工事完了 普通教室12 特別教室４
昭和62年 4月 1日 学校長 中村 安雄 着任（県立上尾沼南高等学校より）
小学部10 中学部９ 高等部９ 訪問１ 計29学級 児童生徒数168名
昭和63年 3月31日 体育館完成
昭和63年 4月 1日 小学部９ 中学部７ 高等部11 訪問１ 計28学級 児童生徒数159名
平成元年 3月31日 プール完成
平成元年 4月 1日 小学部10 中学部６ 高等部13 訪問１ 計30学級 児童生徒数157名
平成 2年 4月 1日 学校長 関根 ミツ子 着任（県立羽生第一高等学校より）
小学部12 中学部６ 高等部16 訪問１ 計35学級 児童生徒数169名
平成 3年 4月 1日 小学部11 中学部９ 高等部16 訪問１ 計37学級 児童生徒数165名
平成 4年 4月 1日 学校長 鈴木 正子 着任（県立春日部女子高等学校より）
小学部10 中学部10 高等部16 訪問１ 計37学級 児童生徒数174名
平成 5年 4月 1日 小学部８ 中学部10 高等部14 訪問２ 計34学級 児童生徒数164名
平成 6年 4月 1日 学校長 高村 淳 着任（県立春日部女子高等学校より）

小学部８ 中学部８ 高等部14 訪問１ 計31学級 児童生徒数152名
平成 7年 4月 1日 小学部９ 中学部６ 高等部12 訪問１ 計28学級 児童生徒数136名
平成 8年 4月 1日 学校長 小笠原 雄司 着任（県立春日部女子高等学校より）
小学部12 中学部７ 高等部12 訪問２ 計33学級 児童生徒数155名
平成 9年 3月25日 校舎冷暖房設備工事完了
平成 9年 4月 1日 小学部12 中学部６ 高等部13 訪問１ 計32学級 児童生徒数151名
平成 9年 4月28日 埼玉県教育委員会から平成9・10年度「特殊教育 教育課程」研究を委嘱
平成10年 4月 1日 学校長 金子 和子 着任（県立三郷高等学校より）
小学部13 中学部７ 高等部13 訪問１ 計34学級 児童生徒数152名
平成11年 1月22日 平成9・10年度埼玉県教育委員会研究委嘱 特殊教育教育課程研究発表会
平成11年 4月 1日 小学部14 中学部６ 高等部13 計33学級 児童生徒数142名
平成12年 2月 5日 埼玉県立三郷養護学校創立20周年記念行事挙行
平成12年 4月 1日 小学部12 中学部７ 高等部12 計31学級 児童生徒数134名
平成13年 4月 1日 学校長 町田 耕造 着任（県立宮代高等学校より）
小学部11 中学部８ 高等部12 計31学級 児童生徒数138名
平成14年 4月 1日 小学部９ 中学部12 高等部13 計34学級 児童生徒数154名
平成15年 4月 1日 学校長 柿原 順子 着任（県立越谷西高等学校より）
小学部７ 中学部11 高等部15 計33学級 児童生徒数164名
平成16年 4月 1日 小学部９ 中学部10 高等部16 計32学級 児童生徒数158名
平成17年 4月 1日 学校長 森山 毅喜 着任（特別支援教育課より）
小学部８ 中学部７ 高等部19 計34学級 児童生徒数162名
平成17年10月 5日 管理・普通・特別教室棟全体改修工事竣工
平成18年 4月 1日 小学部10 中学部８ 高等部18 計36学級 児童生徒数174名
平成18年10月11日 普通・特別教室棟他全体改修工事竣工
平成19年 4月 1日 小学部15 中学部９ 高等部18 計42学級 児童生徒数186名
埼玉県立三郷養護学校高等部分校準備委員発令
埼玉県立草加西高等学校内に準備室開設
平成20年 3月10日 三郷養護学校高等部草加西高等学校内分校設置
改修工事竣工
平成20年 4月 1日 学校長 坂本 隆 着任（県立浦和養護学校より）
小学部17 中学部8 高等部17 計42学級 児童生徒数193名
平成20年 4月 9日 県立三郷養護学校草加分校 開校式及び入学式挙行
分校 高等部２学級 生徒数16名
平成21年 4月 1日 埼玉県学校設置条例の一部を改正する条例に基づき埼玉県立三郷特別支援学校に校名を変更
小学部19 中学部９ 高等部17 計45学級 児童生徒数210名
分校 高等部４学級 生徒数32名
平成21年10月24日 埼玉県立三郷特別支援学校創立３０周年記念式典挙行
平成22年 4月 1日 学校長 本橋 彰 着任（県立南稜高等学校より）
小学部21 中学部９ 高等部16 計46学級 児童生徒数213名
分校 高等部６学級 生徒数48名

平成23年 4月 1日 小学部22 中学部10 高等部17 計49学級 児童生徒数235名
分校 高等部６学級 生徒数48名
平成24年 4月 1日 小学部９ 中学部15 高等部41 計49学級 児童生徒数242名
分校 高等部６学級 生徒数16名
平成24年 8月 1日 学校長 松村 敦夫 着任（県立総合教育センターより）
平成25年 4月 1日 県立三郷特別支援学校草加分校を県立草加かがやき特別支援学校に移管する
小学部10 中学部９ 高等部15 計34学級 児童生徒数166名
平成26年 4月 1日 小学部11 中学部10 高等部16 計37学級 児童生徒数173名
平成27年 4月 1日 学校長 木村 岩雄 着任（特別支援学校塙保己一学園より）
小学部12 中学部９ 高等部16 計37学級 児童生徒数179名

