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担当者・機関

保育所・幼稚園

医師
臨床心理士
言語療法士
作業療法士
教員（地域コー
ディネーター等）

保育所・幼稚園
市町村保健センター
関連機関

実施事業内容

親・保護者に対する事前問診票の配布と記入依頼

合同相談会

カンファレンス

医師による発達相談
　構造化された診察→半構造化問診→要指導の判断

対象児

在園児全て

要指導児

臨床心理士 作業療法士

派遣スタッフ、園職員、市町村保健師、市町村保育所
担当者、市町村教育委員会、健康福祉センター保健師等

市町村保健センターが保育所・幼稚園を通じて、フォ
ローアップし、関連機関との連携しながら就学に向け
た支援を実施

教員
（地域コーディネーター等）

言語療法士

相談希望
者のみ

事前検討：相談者を抽出
相談会案内通知

－ 15 －



－ 16 －



－ 17 －



－ 18 －



－ 19 －



－ 20 －



－ 21 －



－ 22 －



－ 23 －



－ 24 －



－ 25 －



－ 26 －



－ 27 －



－ 28 －



－ 29 －



－ 30 －



－ 31 －



－ 32 －



－ 33 －



－ 34 －



－ 35 －



－ 36 －



－ 37 －



－ 38 －



－ 39 －



－ 40 －



－ 41 －



－ 42 －



－ 43 －



－ 44 －



－ 45 －



－ 46 －



－ 47 －



－ 48 －



－ 49 －



－ 50 －



－ 51 －



－ 52 －









－ 54 －



－ 55 －



－ 56 －



－ 57 －



１）事後相談機関－１（医療・発達相談、就学相談、育児相談、療育相談）
名称 職種 対応範囲

　

住所 電話
岩 国 市 岩国総合支援学校　幼児教育相談室 要予約　火曜 岩国市錦見3‒7‒11 0827‒43‒4331

麻里布小学校　ことば・きこえの教室
　地域特別支援教育コーディネーター

教諭
教諭

言語 月～金 岩国市山手町1‒7‒41 0827‒21‒7222

東小学校　スマイル 情緒 岩国市元町1‒9‒32 0827‒21‒2611
岩国児童相談所　　　
　療育相談会

小児科医師、言語聴覚士、
心理判定員、保健師 5回／年

岩国市三笠町1‒1‒1 0827‒29‒1513

岩国健康福祉センター
　乳幼児発達クリニック

小児科医師、言語聴覚士、
心理判定員、保健師

発達 隔月第3木曜 岩国市三笠町1‒1‒1 0827‒29‒1523

岩国市家庭児童相談室 カウンセラー 月、水、金 岩国市今津町1‒14‒51 0827‒29‒5000
国立病院機構岩国医療センター 小児神経科医師 てんかん 第2木曜　予約のみ 岩国市黒磯町2‒5‒1 0827‒31‒7121
岩国市医療センター医師会病院
　療育センター

医師、心理士　音楽療法士
作業療法士　言語聴覚士
理学療法士

療育外来　音楽療法
感覚統合　言語訓練　集団療育
保護者支援教室

療育センターに電話予約（平日の午前中） 岩国市室の木町3‒6‒12 0827‒24‒0168

千鳥ヶ丘病院 精神科医師、臨床心理士 幼児～（発達障害・心身症・不登校） 要予約 岩国市由宇町千鳥ヶ丘1‒1‒1 0827‒63‒0231
陽の出園・障害児地域生活支援センター 地域療育等支援事業 岩国市美和町生美25 0827‒96‒0311
太陽の家 通園、言語、音楽療法、

感覚統合
岩国市柱町2‒46‒56 0827‒22‒4875

あさひ苑 言語、音楽療法 木曜 0827‒23‒4720
川田クリニック 小児科医師 発達障害、不登校、摂食障害、心身症 要予約（14：00～15：00） 岩国市玖珂町5059 0827‒82‒6660

柳 井 市  教育機関 
柳井小学校　ことばの教室
柳井地域特別支援教育サブセンター
　（地域コーディネーター）

教諭
教諭

言語の問題（幼児部あり）
発達その他

要予約
要予約

柳井市尾の上3680‒4
同上

0820‒23‒1830
0820‒22‒0620

 行政機関 
柳井健康福祉センター
　　（乳幼児発達クリニック）
　　（療育相談会）

（療育相談会は岩国児童相談所と合同で）
小児科医師、言語聴覚士、保健師
医師、心理判定員、教諭、保健師

発達障害
発達障害

要予約　6回／年
要予約　5回／年

柳井市古開作658‒1
（岩国児童相談所）

0820‒22‒3631
0827‒29‒1513

 医療機関 
恵愛会柳井病院 精神科医師 学童～成人対象 柳井市柳井1910‒1 0820‒22‒1002
増本クリニック 精神科医師 幼小児は親の相談の場合あり 月～土 柳井市天神17‒6 0820‒23‒3121
周東総合病院 小児科医師 要予約　月、火（14：00～15：00） 柳井市古開作1000‒1 0820‒22‒3456
 療育機関 
児童デイサービス　３びきのこぶた 保育士、指導員、看護師 障害児デイサービス

障害児相談・支援
月～土　幼児（8：30～13：30）
      　　学童（13：30～17：00）

柳井市南町3‒9‒2 0820‒23‒2474

平 生 町  医療機関 
かたやま小児科医院 小児科医師 小児神経発達外来 要予約　木、土曜午後 平生町大字佐賀3775‒46 0820‒57‒3655

田布施町 柳井地域特別支援教育センター
（県立田布施総合支援学校内）

地域コーディネーター
教諭（小学校）

発達障害、知的障害、肢体不自由等 事前の電話が必要 田布施町大字川西1030 0820‒52‒3572

地域生活支援センターたんぽぽ
（社会福祉法人城南学園内）

教諭（小学校、幼稚園）
保育士、相談支援専門員

在宅障害児支援
地域療育等支援事業、主に知的障害

月～金（8：30～17：15） 田布施町大字川西1144 0820‒52‒2678

光 市 光井小学校　通級指導教室　小学部 教諭（小学校） 発達障害 月～金　個別通級あり
要予約　月～金（8：15～16：05）

光市光井4‒23‒1 0833‒72‒3286
光井小学校　ことばの教室　幼児部 教諭（幼稚園）、保育士 言語障害
室積小学校　通級指導教室 教諭（小学校） 発達障害 月～金　個別通級あり

要予約
光市室積6‒4‒1 0833‒78‒2304

室積小学校　 地域コーディネーター、教諭（小学校） 発達障害、不登校
下 松 市 下松小学校幼児ことばの教室

（下松小学校内）
下松小学校　通級指導教室　　　　
下松小学校

言語聴覚士、教諭（小学校、幼稚園）、
保育士
教諭（小学校）
地域コーディネーター、教諭（小学校）

言語に関する問題

発達障害、言葉の問題

要予約　月～金（8：30～16：30）

月～金　個別通級あり

下松市西豊井698 0833‒43‒8950

相談支援センターしょうせい苑
（社会福祉法人松星苑内）

相談支援専門員 地域療育等支援事業、発達障害、
知的障害

月～金（8：30～17：00） 下松市生野屋南1‒7‒11 0833‒43‒9810

周 南 市 県立徳山総合支援学校地域支援室 地域コーディネーター 発達障害 月～金（8：30～17：00）
幼児対象の親子教室開設

周南市栗屋小踏中崎207‒1 0834‒25‒5378

特別支援教育センター（周南地区）
（県立周南総合支援学校内）

地域コーディネーター、教諭（小学校） 発達障害、不登校 要予約（月～金　8：25～16：55） 周南市久米761 0834‒29‒1331

徳山小　ことばの教室
周南市幼児ことばの教室徳山

教諭（小学校）、地域コーディネーター
教諭（幼稚園）

発語、コミュニケ－ション
言語に関する問題

要予約　月～金
要予約

周南市毛利町1‒1
周南市毛利町1‒1

0834‒22‒8805
0834‒22‒8805

富田東小　ことばの教室

周南市幼児ことばの教室新南陽

小学校教諭（言語聴覚士）

教諭（幼稚園）

発達障害、言語障害

言語に関する問題

月～金（8：10～16：40）
＊事前の電話や担任を通しての相談必要
要予約

周南市桶川町2‒1

周南市桶川町2‒1

0834‒62‒2335

0834‒62‒7300
勝間小　ことばの教室
周南市幼児ことばの教室熊毛

言語聴覚士、教諭（小学校）
教諭（幼稚園）

発達障害、言語障害
言語に関する問題

要予約
要予約

周南市勝間ヶ丘1‒1‒1
周南市勝間ヶ丘1‒1‒1

0834‒92‒0065
0834‒92‒0065

山口県周南児童相談所 児童福祉司、児童心理司 ＊医学的診断は原則不可 要予約　月～金（8：30～17：15） 周南市慶万町2‒13 0834‒21‒8650
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名称 職種 対応範囲

　

住所 電話
岩 国 市 岩国総合支援学校　幼児教育相談室 要予約　火曜 岩国市錦見3‒7‒11 0827‒43‒4331

麻里布小学校　ことば・きこえの教室
　地域特別支援教育コーディネーター

教諭
教諭

言語 月～金 岩国市山手町1‒7‒41 0827‒21‒7222

東小学校　スマイル 情緒 岩国市元町1‒9‒32 0827‒21‒2611
岩国児童相談所　　　
　療育相談会

小児科医師、言語聴覚士、
心理判定員、保健師 5回／年

岩国市三笠町1‒1‒1 0827‒29‒1513

岩国健康福祉センター
　乳幼児発達クリニック

小児科医師、言語聴覚士、
心理判定員、保健師

発達 隔月第3木曜 岩国市三笠町1‒1‒1 0827‒29‒1523

岩国市家庭児童相談室 カウンセラー 月、水、金 岩国市今津町1‒14‒51 0827‒29‒5000
国立病院機構岩国医療センター 小児神経科医師 てんかん 第2木曜　予約のみ 岩国市黒磯町2‒5‒1 0827‒31‒7121
岩国市医療センター医師会病院
　療育センター

医師、心理士　音楽療法士
作業療法士　言語聴覚士
理学療法士

療育外来　音楽療法
感覚統合　言語訓練　集団療育
保護者支援教室

療育センターに電話予約（平日の午前中） 岩国市室の木町3‒6‒12 0827‒24‒0168

千鳥ヶ丘病院 精神科医師、臨床心理士 幼児～（発達障害・心身症・不登校） 要予約 岩国市由宇町千鳥ヶ丘1‒1‒1 0827‒63‒0231
陽の出園・障害児地域生活支援センター 地域療育等支援事業 岩国市美和町生美25 0827‒96‒0311
太陽の家 通園、言語、音楽療法、

感覚統合
岩国市柱町2‒46‒56 0827‒22‒4875

あさひ苑 言語、音楽療法 木曜 0827‒23‒4720
川田クリニック 小児科医師 発達障害、不登校、摂食障害、心身症 要予約（14：00～15：00） 岩国市玖珂町5059 0827‒82‒6660

柳 井 市  教育機関 
柳井小学校　ことばの教室
柳井地域特別支援教育サブセンター
　（地域コーディネーター）

教諭
教諭

言語の問題（幼児部あり）
発達その他

要予約
要予約

柳井市尾の上3680‒4
同上

0820‒23‒1830
0820‒22‒0620

 行政機関 
柳井健康福祉センター
　　（乳幼児発達クリニック）
　　（療育相談会）

（療育相談会は岩国児童相談所と合同で）
小児科医師、言語聴覚士、保健師
医師、心理判定員、教諭、保健師

発達障害
発達障害

要予約　6回／年
要予約　5回／年

柳井市古開作658‒1
（岩国児童相談所）

0820‒22‒3631
0827‒29‒1513

 医療機関 
恵愛会柳井病院 精神科医師 学童～成人対象 柳井市柳井1910‒1 0820‒22‒1002
増本クリニック 精神科医師 幼小児は親の相談の場合あり 月～土 柳井市天神17‒6 0820‒23‒3121
周東総合病院 小児科医師 要予約　月、火（14：00～15：00） 柳井市古開作1000‒1 0820‒22‒3456
 療育機関 
児童デイサービス　３びきのこぶた 保育士、指導員、看護師 障害児デイサービス

障害児相談・支援
月～土　幼児（8：30～13：30）
      　　学童（13：30～17：00）

柳井市南町3‒9‒2 0820‒23‒2474

平 生 町  医療機関 
かたやま小児科医院 小児科医師 小児神経発達外来 要予約　木、土曜午後 平生町大字佐賀3775‒46 0820‒57‒3655

田布施町 柳井地域特別支援教育センター
（県立田布施総合支援学校内）

地域コーディネーター
教諭（小学校）

発達障害、知的障害、肢体不自由等 事前の電話が必要 田布施町大字川西1030 0820‒52‒3572

地域生活支援センターたんぽぽ
（社会福祉法人城南学園内）

教諭（小学校、幼稚園）
保育士、相談支援専門員

在宅障害児支援
地域療育等支援事業、主に知的障害

月～金（8：30～17：15） 田布施町大字川西1144 0820‒52‒2678

光 市 光井小学校　通級指導教室　小学部 教諭（小学校） 発達障害 月～金　個別通級あり
要予約　月～金（8：15～16：05）

光市光井4‒23‒1 0833‒72‒3286
光井小学校　ことばの教室　幼児部 教諭（幼稚園）、保育士 言語障害
室積小学校　通級指導教室 教諭（小学校） 発達障害 月～金　個別通級あり

要予約
光市室積6‒4‒1 0833‒78‒2304

室積小学校　 地域コーディネーター、教諭（小学校） 発達障害、不登校
下 松 市 下松小学校幼児ことばの教室

（下松小学校内）
下松小学校　通級指導教室　　　　
下松小学校

言語聴覚士、教諭（小学校、幼稚園）、
保育士
教諭（小学校）
地域コーディネーター、教諭（小学校）

言語に関する問題

発達障害、言葉の問題

要予約　月～金（8：30～16：30）

月～金　個別通級あり

下松市西豊井698 0833‒43‒8950

相談支援センターしょうせい苑
（社会福祉法人松星苑内）

相談支援専門員 地域療育等支援事業、発達障害、
知的障害

月～金（8：30～17：00） 下松市生野屋南1‒7‒11 0833‒43‒9810

周 南 市 県立徳山総合支援学校地域支援室 地域コーディネーター 発達障害 月～金（8：30～17：00）
幼児対象の親子教室開設

周南市栗屋小踏中崎207‒1 0834‒25‒5378

特別支援教育センター（周南地区）
（県立周南総合支援学校内）

地域コーディネーター、教諭（小学校） 発達障害、不登校 要予約（月～金　8：25～16：55） 周南市久米761 0834‒29‒1331

徳山小　ことばの教室
周南市幼児ことばの教室徳山

教諭（小学校）、地域コーディネーター
教諭（幼稚園）

発語、コミュニケ－ション
言語に関する問題

要予約　月～金
要予約

周南市毛利町1‒1
周南市毛利町1‒1

0834‒22‒8805
0834‒22‒8805

富田東小　ことばの教室

周南市幼児ことばの教室新南陽

小学校教諭（言語聴覚士）

教諭（幼稚園）

発達障害、言語障害

言語に関する問題

月～金（8：10～16：40）
＊事前の電話や担任を通しての相談必要
要予約

周南市桶川町2‒1

周南市桶川町2‒1

0834‒62‒2335

0834‒62‒7300
勝間小　ことばの教室
周南市幼児ことばの教室熊毛

言語聴覚士、教諭（小学校）
教諭（幼稚園）

発達障害、言語障害
言語に関する問題

要予約
要予約

周南市勝間ヶ丘1‒1‒1
周南市勝間ヶ丘1‒1‒1

0834‒92‒0065
0834‒92‒0065

山口県周南児童相談所 児童福祉司、児童心理司 ＊医学的診断は原則不可 要予約　月～金（8：30～17：15） 周南市慶万町2‒13 0834‒21‒8650
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周 南 市 周南健康福祉センター 保健師 子どもの発達に関すること 要予約 周南市毛利町2‒38 0834‒33‒6425
社会保険徳山中央病院　小児科 小児科医師 要予約　月、水、木、金（14：30～17：00） 周南市孝田町1‒1 0834‒28‒4411
鼓ケ浦こども医療福祉センター
総合相談支援センターぱれっと
 (社会福祉法人鼓ケ浦整肢学園内)

小児科、整形外科、耳鼻科
相談支援員

発達障害、小児神経疾患
地域療育等支援事業

要予約　月～金（9：30～11：30、14：00～16：00）
要予約　月～金

周南市久米752‒4
周南市久米752‒4

0834‒29‒1430
0834‒29‒3294

こども家庭支援センターぽけっと 臨床心理士、保育士、社会福祉士 地域療育等支援事業、発達障害、不登校 365日24時間対応（相談無料） 周南市久米1374 0834‒25‒0605
土生クリニック 医師（精神科）、臨床心理士 発達障害、心の問題全て 要予約　月、火、水、金 周南市糀町2‒26 0834‒22‒0780
原田医院 医師（精神科）、臨床心理士 発達障害、心身症、不登校、精神疾患 要予約（8：30～17：30、尚、水曜午前まで、土曜16時まで） 周南市古川町9‒8 0834‒62‒1500
ふじわら医院 小児科医師、言語聴覚士、心理士

理学療法士
発達障害、不登校 要予約 周南市大字大河内256‒14 0833‒91‒7100

防 府 市 防府総合支援学校 教諭 発達障害 月～金午後教育相談 防府市大字浜方205‒3 0835‒22‒6108
佐波小　通級指導教室

　　　　　　　　　　　　　学童部
　　　　　　　　　　　　　幼児部

教諭（地域コーディネーター）
市非常勤

発達障害、言語、構音障害、吃音、
寡黙、難聴

要予約　水（13：20～16：40）
要予約　水（13：20～15：00）

防府市八王子2‒6‒10 0835‒21‒3799

華浦小　通級指導教室 補助指導員 発達障害、言語障害 要予約　水（13：30～14：30） 防府市華浦2丁目2‒2 0835‒22‒0114
佐波中　通級指導教室 LD、ＡDHD、自閉症、言語、難聴 防府市迫戸町16-37 0835‒22‒3781
山口県立総合医療センター　小児科 非常勤小児科医師 発達障害、心身症、不登校 要予約　月、木　（14：00～16：30） 防府市大字大崎77番地 0835‒22‒4411
防府第一クリニック小児科 小児科医師 発達障害、不登校、摂食障害、心身症 防府市華園町1‒8 0835‒24‒0688
サンタキッズ＆ファミリークリニック 小児科医師 発達障害、不登校 要予約 防府市新田1‒1‒1 0835‒26‒5533
山口発達臨床支援センター 言語聴覚士、学校心理士、

臨床発達心理士
発達障害、不登校、摂食障害 防府市自由が丘1‒5‒7 0835‒25‒8808

防府市なかよし園（児童ディサービス） 発達障害 要問い合わせ 防府市牟礼84‒1 0835‒22‒7667
山 口 市 山口県立山口総合支援学校

　幼児教育相談　親子広場「ぽけっと」
　発達相談窓口「かけはし」

教諭
教諭

発達障害等の幼児
発達障害等の児童生徒

要予約　水（14：30～15：30）
要予約　月（16：00～17：00）

山口市朝田585‒1 083‒934‒4811

山口大学教育学部附属特別支援学校
教育相談部

発達障害等の児童生徒 要予約
月2回　水曜

山口市大字吉田3003 083‒933‒5480

山口大学大学院教育学研究科
　附属臨床心理センター

心理士
発達障害、不登校、摂食障害、
心身症、子育て相談

要予約　月～金（10：00～17：00） 山口市吉田1677‒1 083‒933‒5464

やまぐち総合教育支援センター

　ふれあい教育センター

教育関係者、臨床心理士 発達障害、不登校、摂食障害、
心身症、精神疾患
子どもの教育

要予約　月～金（9：30～16：00） 山口市秋穂二島1062 083‒987‒1246

白石小　ことばの教室 幼稚園教諭 発達障害、構音障害・吃音 要予約 山口市白石1‒10‒1 083‒924‒7435
平川小　通級指導教室 教諭 発達障害（LD、ADHD、自閉症）、言語 要予約 山口市平井1675‒2 083‒922‒1789
白石中　通級指導教室 地域特別支援教育コーディネーター 特別な支援を必要とする生徒 要予約 山口市白石2‒7‒1 083‒922‒0387
小郡南小　通級指導教室 言語聴覚士、教諭（地域コーディネーター） 発達障害、構音障害・言語 要予約　月～金（8：35～16：45） 山口市小郡緑町1‒1 083‒973‒2578
中央児童相談所　療育相談会 小児科医師、精神科医師、心理士、

言語聴覚士
発達障害

要予約　（年間計画、13：00～17：00）　6回／年 山口市大内御堀922‒1 083‒922‒7511

山口健康福祉センター
　乳幼児発達クリニック

小児科医師、理学療法士、保健師、
栄養士

発育の遅れ、運動発達の遅れ等 第3月曜（13：00～14：00）　7，9月は第4月曜 山口市吉敷下東3‒1‒1 083‒934‒2531

山口県発達障害者支援センターまっぷ 発達障害（全年齢） 電話、来所、訪問、FAX，メール予約
月～金（8：30～17：30）

山口市大字仁保中郷50 083‒929‒5012

山口赤十字病院 小児神経科医師 発達障害、不登校、摂食障害、心身症 要予約 山口市八幡馬場53‒1 083‒923‒0111
メンタルクリニック藤山医院 精神科医師 発達障害、不登校、摂食障害、

心身症、精神疾患
月、火、水、金、土
（9：00～13：00と14：30～18：00）

山口市吉敷下東1‒7‒20 竹下ビル2Ｆ 083‒923‒3040

山口リハビリテーション病院 小児神経科医師 発達障害、不登校 要予約（金午前） 山口市黒川3380 083‒921‒1616
ののはなクリニック 耳鼻科、言語聴覚士 発達障害、難聴、構音障害、吃音、

コミュニケーション
要予約（木午後、土午後、第2土） 山口市大内矢田30‒1 083‒941‒1133

たはらクリニック 小児科医師 発達障害、心身症 要予約　火、水、木（14：00～14：30） 山口市後河原47 083‒923‒3415
まつお小児科医院 小児科医師 発達障害、不登校、摂食障害、心身症 要予約　月、水、金（16：00～17：00） 山口市維新公園5‒4‒28 083‒924‒4970
鳴滝園エールセンター 社会福祉士 発達障害、精神疾患、知的障害、

身体障害
要予約　月～金（9：00～17：30） 山口市下小鯖2287‒1 083‒902‒7117

吉敷愛児園子ども発達支援センター愛 言語聴覚士、作業療法士、
理学療法士、社会福祉士

発達障害、身体障害、知的障害 要予約　月～金（8：30～17：00） 山口市冨田原町1‒50 083‒933‒1070

山口県立大学　心とからだの相談室 小児科医師、コーディネーター 発達障害 要予約　第1水（10：20～11：00） 山口市桜畠 3-2-1 083‒934‒8011
こども音楽センター 臨床心理士、音楽療法士 発達障害、不登校、心理的問題の

ある子ども
要予約　月～土（9：00～17：00、～21：00） 山口市矢原1115 083‒923‒0597

宇 部 市 宇部総合支援学校
　　　　　　特別支援教育センター
　　　　　　幼児教育相談

地域特別支援教育コーディネーター
教育相談担当教諭

５障害、発達障害等
乳幼児の発達相談

随時
要予約　火、金（14：00～15：00）

宇部市東須恵吉信813 0836‒41‒4036
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周 南 市 周南健康福祉センター 保健師 子どもの発達に関すること 要予約 周南市毛利町2‒38 0834‒33‒6425
社会保険徳山中央病院　小児科 小児科医師 要予約　月、水、木、金（14：30～17：00） 周南市孝田町1‒1 0834‒28‒4411
鼓ケ浦こども医療福祉センター
総合相談支援センターぱれっと
 (社会福祉法人鼓ケ浦整肢学園内)

小児科、整形外科、耳鼻科
相談支援員

発達障害、小児神経疾患
地域療育等支援事業

要予約　月～金（9：30～11：30、14：00～16：00）
要予約　月～金

周南市久米752‒4
周南市久米752‒4

0834‒29‒1430
0834‒29‒3294

こども家庭支援センターぽけっと 臨床心理士、保育士、社会福祉士 地域療育等支援事業、発達障害、不登校 365日24時間対応（相談無料） 周南市久米1374 0834‒25‒0605
土生クリニック 医師（精神科）、臨床心理士 発達障害、心の問題全て 要予約　月、火、水、金 周南市糀町2‒26 0834‒22‒0780
原田医院 医師（精神科）、臨床心理士 発達障害、心身症、不登校、精神疾患 要予約（8：30～17：30、尚、水曜午前まで、土曜16時まで） 周南市古川町9‒8 0834‒62‒1500
ふじわら医院 小児科医師、言語聴覚士、心理士

理学療法士
発達障害、不登校 要予約 周南市大字大河内256‒14 0833‒91‒7100

防 府 市 防府総合支援学校 教諭 発達障害 月～金午後教育相談 防府市大字浜方205‒3 0835‒22‒6108
佐波小　通級指導教室

　　　　　　　　　　　　　学童部
　　　　　　　　　　　　　幼児部

教諭（地域コーディネーター）
市非常勤

発達障害、言語、構音障害、吃音、
寡黙、難聴

要予約　水（13：20～16：40）
要予約　水（13：20～15：00）

防府市八王子2‒6‒10 0835‒21‒3799

華浦小　通級指導教室 補助指導員 発達障害、言語障害 要予約　水（13：30～14：30） 防府市華浦2丁目2‒2 0835‒22‒0114
佐波中　通級指導教室 LD、ＡDHD、自閉症、言語、難聴 防府市迫戸町16-37 0835‒22‒3781
山口県立総合医療センター　小児科 非常勤小児科医師 発達障害、心身症、不登校 要予約　月、木　（14：00～16：30） 防府市大字大崎77番地 0835‒22‒4411
防府第一クリニック小児科 小児科医師 発達障害、不登校、摂食障害、心身症 防府市華園町1‒8 0835‒24‒0688
サンタキッズ＆ファミリークリニック 小児科医師 発達障害、不登校 要予約 防府市新田1‒1‒1 0835‒26‒5533
山口発達臨床支援センター 言語聴覚士、学校心理士、

臨床発達心理士
発達障害、不登校、摂食障害 防府市自由が丘1‒5‒7 0835‒25‒8808

防府市なかよし園（児童ディサービス） 発達障害 要問い合わせ 防府市牟礼84‒1 0835‒22‒7667
山 口 市 山口県立山口総合支援学校

　幼児教育相談　親子広場「ぽけっと」
　発達相談窓口「かけはし」

教諭
教諭

発達障害等の幼児
発達障害等の児童生徒

要予約　水（14：30～15：30）
要予約　月（16：00～17：00）

山口市朝田585‒1 083‒934‒4811

山口大学教育学部附属特別支援学校
教育相談部

発達障害等の児童生徒 要予約
月2回　水曜

山口市大字吉田3003 083‒933‒5480

山口大学大学院教育学研究科
　附属臨床心理センター

心理士
発達障害、不登校、摂食障害、
心身症、子育て相談

要予約　月～金（10：00～17：00） 山口市吉田1677‒1 083‒933‒5464

やまぐち総合教育支援センター

　ふれあい教育センター

教育関係者、臨床心理士 発達障害、不登校、摂食障害、
心身症、精神疾患
子どもの教育

要予約　月～金（9：30～16：00） 山口市秋穂二島1062 083‒987‒1246

白石小　ことばの教室 幼稚園教諭 発達障害、構音障害・吃音 要予約 山口市白石1‒10‒1 083‒924‒7435
平川小　通級指導教室 教諭 発達障害（LD、ADHD、自閉症）、言語 要予約 山口市平井1675‒2 083‒922‒1789
白石中　通級指導教室 地域特別支援教育コーディネーター 特別な支援を必要とする生徒 要予約 山口市白石2‒7‒1 083‒922‒0387
小郡南小　通級指導教室 言語聴覚士、教諭（地域コーディネーター） 発達障害、構音障害・言語 要予約　月～金（8：35～16：45） 山口市小郡緑町1‒1 083‒973‒2578
中央児童相談所　療育相談会 小児科医師、精神科医師、心理士、

言語聴覚士
発達障害

要予約　（年間計画、13：00～17：00）　6回／年 山口市大内御堀922‒1 083‒922‒7511

山口健康福祉センター
　乳幼児発達クリニック

小児科医師、理学療法士、保健師、
栄養士

発育の遅れ、運動発達の遅れ等 第3月曜（13：00～14：00）　7，9月は第4月曜 山口市吉敷下東3‒1‒1 083‒934‒2531

山口県発達障害者支援センターまっぷ 発達障害（全年齢） 電話、来所、訪問、FAX，メール予約
月～金（8：30～17：30）

山口市大字仁保中郷50 083‒929‒5012

山口赤十字病院 小児神経科医師 発達障害、不登校、摂食障害、心身症 要予約 山口市八幡馬場53‒1 083‒923‒0111
メンタルクリニック藤山医院 精神科医師 発達障害、不登校、摂食障害、

心身症、精神疾患
月、火、水、金、土
（9：00～13：00と14：30～18：00）

山口市吉敷下東1‒7‒20 竹下ビル2Ｆ 083‒923‒3040

山口リハビリテーション病院 小児神経科医師 発達障害、不登校 要予約（金午前） 山口市黒川3380 083‒921‒1616
ののはなクリニック 耳鼻科、言語聴覚士 発達障害、難聴、構音障害、吃音、

コミュニケーション
要予約（木午後、土午後、第2土） 山口市大内矢田30‒1 083‒941‒1133

たはらクリニック 小児科医師 発達障害、心身症 要予約　火、水、木（14：00～14：30） 山口市後河原47 083‒923‒3415
まつお小児科医院 小児科医師 発達障害、不登校、摂食障害、心身症 要予約　月、水、金（16：00～17：00） 山口市維新公園5‒4‒28 083‒924‒4970
鳴滝園エールセンター 社会福祉士 発達障害、精神疾患、知的障害、

身体障害
要予約　月～金（9：00～17：30） 山口市下小鯖2287‒1 083‒902‒7117

吉敷愛児園子ども発達支援センター愛 言語聴覚士、作業療法士、
理学療法士、社会福祉士

発達障害、身体障害、知的障害 要予約　月～金（8：30～17：00） 山口市冨田原町1‒50 083‒933‒1070

山口県立大学　心とからだの相談室 小児科医師、コーディネーター 発達障害 要予約　第1水（10：20～11：00） 山口市桜畠 3-2-1 083‒934‒8011
こども音楽センター 臨床心理士、音楽療法士 発達障害、不登校、心理的問題の

ある子ども
要予約　月～土（9：00～17：00、～21：00） 山口市矢原1115 083‒923‒0597

宇 部 市 宇部総合支援学校
　　　　　　特別支援教育センター
　　　　　　幼児教育相談

地域特別支援教育コーディネーター
教育相談担当教諭

５障害、発達障害等
乳幼児の発達相談

随時
要予約　火、金（14：00～15：00）

宇部市東須恵吉信813 0836‒41‒4036
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宇 部 市 岬小　ことばの教室（幼児）

　　　通級指導教室（学童）

幼稚園教諭

教諭（地域コーディネーター）

構音障害、口蓋裂、吃音、
言語発達遅滞、難聴、発達障害
構音障害、口蓋裂、吃音、
言語発達遅滞、難聴、発達障害

月～金（8：30～16：55）

月～金（8：30～16：55）

宇部市松山町5‒8‒10 0836‒31‒1824

療育相談会（中央児相） 小児科医師、心理士 発達に関して気にかかる乳幼児 6回／年 宇部市琴芝2丁目1‒10 0836‒31‒1777
（宇部市保健センター）

宇部健康福祉センター
　乳幼児発達クリニック

小児科医師、保健師 乳幼児の発育発達相談 要予約、原則第2月曜9～12時 宇部市常盤町2‒3‒28 0836‒31‒3200

山口大学医学部附属病院 小児科医師、心理士 発達障害、不登校、摂食障害、
心身症、精神疾患

要予約　月（9：00～11：00） 宇部市南小串1‒1‒1 0836‒22‒2508

宇部リハビリテーション病院 言語聴覚士 言語発達遅滞 要予約 宇部市西岐波区岩上229‒3 0836‒51‒3111
鈴木小児科医院 小児科医師、心理士 発達障害、不登校、心身症 要予約　月、水（10：00～19：00） 宇部市今村北4‒26‒15 0836‒51‒1100
とみた小児科医院 小児科医師、心理士 発達障害、不登校、摂食障害、

心身症、精神疾患
随時 宇部市大字妻崎開作599‒1 0836‒44‒4150

むらかみこどもクリニック 小児科医師 心身症、発達障害 要予約 宇部市大字東須恵字下四町開作1977‒1 0836‒44‒4976
宇部フロンティア大学大学院
　附属臨床心理相談センター

臨床心理士、及び臨床心理士
志望の大学院生

幼児～青年期の心理的問題 電話による完全予約制
月水木金10：00～16：00

宇部市文京町2‒22 0836‒38‒0595

山口県立こころの医療センター 精神科医師、臨床心理士 精神科疾患の早期診断と治療介入　
思春期における行動障害の治療

要予約（初診再診とも）　水（8：30～15：30）
小学校高学年～20歳前後

宇部市大字東岐波4004‒2 0836‒58‒2370

総合相談支援センターぷりずむ 相談員 発達相談、福祉相談等 事前に電話で予約(対象年齢なし) 宇部市中村3‒12‒52 0836‒36‒7571
ちびっこ相談センター　うべつくし園 保育士　児童指導員 通園、療育教室 事前に電話で予約 宇部市中村3‒12‒51 0836‒31‒7489

山 陽
小野田市

小野田小　ことばの教室　学童
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　幼児部

地域特別支援教育コーディネーター、
教諭
市委託指導員

LD、ADHD、自閉症、言語、
構音障害等
言語、発達障害、構音障害等

要予約

要予約　月、火、木、金（14：00～15：00）

山陽小野田市中川3‒2‒1 0836‒83‒2066

厚狭小　チャレンジ通級教室　学童
　　　　　　　　　　　　　　幼児部

教諭（臨床発達心理士１名）
市非常勤職員

LD、ADHD、自閉症、言語
LD、ADHD、自閉症、言語

要予約　月～金
要予約　水・木・金

山陽小野田市厚狭897 0836‒72‒0049

療育相談会（中央児相）小野田地区 小児科医師、心理士、指導員 発達障害・言語・自閉症 3回／年（要予約） 山陽小野田市大字鴨庄94 0836‒71‒1814
療育相談会（中央児相）山陽地区 小児科医師、心理士、指導員 発達障害・言語・自閉症 2回／年（要予約） 山陽小野田市大字鴨庄94 （山陽小野田市保健センター）
発達ケアセンターなるみ園 保育士、理学療法士、言語聴覚士、

社会福祉士、精神保健福祉士
発達障害、知的障害、身体障害 月～金（8：30～17：15） 山陽小野田市日の出三丁目14‒5 0836‒83‒7821

乳幼児発達相談室スマイル 社会福祉士、精神保健福祉士、
保育士

育児相談、教育相談、
保育園・幼稚園・小学校への巡回相談

要予約　月～金 山陽小野田市日の出三丁目14‒5 0836‒83‒7821

美 祢 市 大嶺小　ことばの教室　学童

　　　　　　　　　　　幼児部

地域特別支援教育コーディネーター
教諭

美祢市大嶺町東分1721

美祢市大嶺町東分

0837‒52‒0547

0837‒52‒5228
療育相談会（中央児相） 2回／年
美祢市立病院　耳鼻科　 耳鼻科医師 聴力検査 美祢市大嶺町東分池尻台 0837‒52‒1700
デイケアハウス　コアラハウス 発達支援 美祢市大嶺町東分 0837‒52‒5228

長 門 市 仙崎小　ことばの教室　学童 地域特別支援教育コーディネーター
教諭

長門市仙崎新屋敷1230 0837‒26‒0144

療育相談会（萩児相） 医師、ST、心理士、教諭 4回／年
長門健康福祉センター
　乳幼児発達クリニック

小児科医師、心理士
看護師、保健師

発達支援 偶数月　第3木（14：00～16：00） 長門市東深川1344‒1 0837‒22‒2811

こころの相談室　わらべ 臨床心理士 教育相談 要予約 長門市東深川811 0837‒22‒8061
長門市児童デイケアセンター 保育士 デイケア 長門市西深川3767‒5 0837‒23‒1213
厚生連　長門総合病院 ST 長門市東深川85 0837‒22‒2220

萩 市 萩総合支援学校 月～金 萩市椿東中ノ迫5816‒1 0838‒25‒7280
明倫小　ことばの教室　学童

　　　　　　　　　　　幼児部
はばたき教育相談会　

地域特別支援教育コーディネーター
教諭

教育委員会 就学前～18才 1から2回／年

萩市江向602 0838‒22‒5416

萩児童相談所　療育相談会 医師、PT、ST、福祉 4回／年 萩市江向531‒1 0838‒22‒1150
萩健康福祉センター
　乳幼児発達クリニック

小児科医師、栄養士、
心理判定員、ST、保健師

第2月（年8回）（13：30～14：00受付） 萩市江向531‒1 0838‒25‒2663

萩市民病院　小児神経科 小児科医師 発達障害、心身症、不登校
その他

要予約、要紹介状
第1、3水曜（14：00～17：00）

萩市大字椿460‒3 0838‒25‒1200

ふたば園　　児童部 児童指導員、保育士、ST 発達、育児、療育、
言語に関する相談及び指導・支援

月～金（9：00～17：00）
予約不要

萩市河添222‒5 0838‒22‒2877

萩市障害者生活支援センター　　　
　ほっとすぺーす

相談支援専門員 地域療育等支援事業 月～金（8：30～17：30） 萩市江向510
萩市福祉支援センター内

0838‒24‒5858 または 21‒7065
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宇 部 市 岬小　ことばの教室（幼児）

　　　通級指導教室（学童）

幼稚園教諭

教諭（地域コーディネーター）

構音障害、口蓋裂、吃音、
言語発達遅滞、難聴、発達障害
構音障害、口蓋裂、吃音、
言語発達遅滞、難聴、発達障害

月～金（8：30～16：55）

月～金（8：30～16：55）

宇部市松山町5‒8‒10 0836‒31‒1824

療育相談会（中央児相） 小児科医師、心理士 発達に関して気にかかる乳幼児 6回／年 宇部市琴芝2丁目1‒10 0836‒31‒1777
（宇部市保健センター）

宇部健康福祉センター
　乳幼児発達クリニック

小児科医師、保健師 乳幼児の発育発達相談 要予約、原則第2月曜9～12時 宇部市常盤町2‒3‒28 0836‒31‒3200

山口大学医学部附属病院 小児科医師、心理士 発達障害、不登校、摂食障害、
心身症、精神疾患

要予約　月（9：00～11：00） 宇部市南小串1‒1‒1 0836‒22‒2508

宇部リハビリテーション病院 言語聴覚士 言語発達遅滞 要予約 宇部市西岐波区岩上229‒3 0836‒51‒3111
鈴木小児科医院 小児科医師、心理士 発達障害、不登校、心身症 要予約　月、水（10：00～19：00） 宇部市今村北4‒26‒15 0836‒51‒1100
とみた小児科医院 小児科医師、心理士 発達障害、不登校、摂食障害、

心身症、精神疾患
随時 宇部市大字妻崎開作599‒1 0836‒44‒4150

むらかみこどもクリニック 小児科医師 心身症、発達障害 要予約 宇部市大字東須恵字下四町開作1977‒1 0836‒44‒4976
宇部フロンティア大学大学院
　附属臨床心理相談センター

臨床心理士、及び臨床心理士
志望の大学院生

幼児～青年期の心理的問題 電話による完全予約制
月水木金10：00～16：00

宇部市文京町2‒22 0836‒38‒0595

山口県立こころの医療センター 精神科医師、臨床心理士 精神科疾患の早期診断と治療介入　
思春期における行動障害の治療

要予約（初診再診とも）　水（8：30～15：30）
小学校高学年～20歳前後

宇部市大字東岐波4004‒2 0836‒58‒2370

総合相談支援センターぷりずむ 相談員 発達相談、福祉相談等 事前に電話で予約(対象年齢なし) 宇部市中村3‒12‒52 0836‒36‒7571
ちびっこ相談センター　うべつくし園 保育士　児童指導員 通園、療育教室 事前に電話で予約 宇部市中村3‒12‒51 0836‒31‒7489

山 陽
小野田市

小野田小　ことばの教室　学童
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　幼児部

地域特別支援教育コーディネーター、
教諭
市委託指導員

LD、ADHD、自閉症、言語、
構音障害等
言語、発達障害、構音障害等

要予約

要予約　月、火、木、金（14：00～15：00）

山陽小野田市中川3‒2‒1 0836‒83‒2066

厚狭小　チャレンジ通級教室　学童
　　　　　　　　　　　　　　幼児部

教諭（臨床発達心理士１名）
市非常勤職員

LD、ADHD、自閉症、言語
LD、ADHD、自閉症、言語

要予約　月～金
要予約　水・木・金

山陽小野田市厚狭897 0836‒72‒0049

療育相談会（中央児相）小野田地区 小児科医師、心理士、指導員 発達障害・言語・自閉症 3回／年（要予約） 山陽小野田市大字鴨庄94 0836‒71‒1814
療育相談会（中央児相）山陽地区 小児科医師、心理士、指導員 発達障害・言語・自閉症 2回／年（要予約） 山陽小野田市大字鴨庄94 （山陽小野田市保健センター）
発達ケアセンターなるみ園 保育士、理学療法士、言語聴覚士、

社会福祉士、精神保健福祉士
発達障害、知的障害、身体障害 月～金（8：30～17：15） 山陽小野田市日の出三丁目14‒5 0836‒83‒7821

乳幼児発達相談室スマイル 社会福祉士、精神保健福祉士、
保育士

育児相談、教育相談、
保育園・幼稚園・小学校への巡回相談

要予約　月～金 山陽小野田市日の出三丁目14‒5 0836‒83‒7821

美 祢 市 大嶺小　ことばの教室　学童

　　　　　　　　　　　幼児部

地域特別支援教育コーディネーター
教諭

美祢市大嶺町東分1721

美祢市大嶺町東分

0837‒52‒0547

0837‒52‒5228
療育相談会（中央児相） 2回／年
美祢市立病院　耳鼻科　 耳鼻科医師 聴力検査 美祢市大嶺町東分池尻台 0837‒52‒1700
デイケアハウス　コアラハウス 発達支援 美祢市大嶺町東分 0837‒52‒5228

長 門 市 仙崎小　ことばの教室　学童 地域特別支援教育コーディネーター
教諭

長門市仙崎新屋敷1230 0837‒26‒0144

療育相談会（萩児相） 医師、ST、心理士、教諭 4回／年
長門健康福祉センター
　乳幼児発達クリニック

小児科医師、心理士
看護師、保健師

発達支援 偶数月　第3木（14：00～16：00） 長門市東深川1344‒1 0837‒22‒2811

こころの相談室　わらべ 臨床心理士 教育相談 要予約 長門市東深川811 0837‒22‒8061
長門市児童デイケアセンター 保育士 デイケア 長門市西深川3767‒5 0837‒23‒1213
厚生連　長門総合病院 ST 長門市東深川85 0837‒22‒2220

萩 市 萩総合支援学校 月～金 萩市椿東中ノ迫5816‒1 0838‒25‒7280
明倫小　ことばの教室　学童

　　　　　　　　　　　幼児部
はばたき教育相談会　

地域特別支援教育コーディネーター
教諭

教育委員会 就学前～18才 1から2回／年

萩市江向602 0838‒22‒5416

萩児童相談所　療育相談会 医師、PT、ST、福祉 4回／年 萩市江向531‒1 0838‒22‒1150
萩健康福祉センター
　乳幼児発達クリニック

小児科医師、栄養士、
心理判定員、ST、保健師

第2月（年8回）（13：30～14：00受付） 萩市江向531‒1 0838‒25‒2663

萩市民病院　小児神経科 小児科医師 発達障害、心身症、不登校
その他

要予約、要紹介状
第1、3水曜（14：00～17：00）

萩市大字椿460‒3 0838‒25‒1200

ふたば園　　児童部 児童指導員、保育士、ST 発達、育児、療育、
言語に関する相談及び指導・支援

月～金（9：00～17：00）
予約不要

萩市河添222‒5 0838‒22‒2877

萩市障害者生活支援センター　　　
　ほっとすぺーす

相談支援専門員 地域療育等支援事業 月～金（8：30～17：30） 萩市江向510
萩市福祉支援センター内

0838‒24‒5858 または 21‒7065
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下 関 市 山口県立下関総合支援学校
（下関地域特別支援教育センター）
（ふくふくサポートルーム）

心身の発達や学習のおくれ、
社会性などについて気になること等

遊びを中心とした個別指導と小集団指導 下関市富任町8‒9‒1 083‒258‒3033

山口県立豊浦総合支援養護学校
（地域支援室） 

発達や言葉の遅れ、
病気や障害などで気になること等

遊びを中心とした個別指導と小集団指導 下関市豊浦町小串7‒136 083‒772‒1331

山口県立下関南総合支援学校
（視覚障害教育センター）
（地域支援室） 

見え方や視覚補助具の相談 
点字や歩行の相談
聞こえや補聴器の相談 
聴覚障害による発音等の相談

視覚検査、視覚補助具の指導等、聴力検査、
ことばの指導等

下関市幡生町1‒1‒22 083‒232‒1430

下関市立名池小学校　通級指導教室
（きこえとことばの教室） 

教諭 言語・難聴・自閉症・情緒・LD・
ADHD

発音指導、言語発達の促進 下関市名池町10‒1 083‒223‒0121

下関市立豊浦小学校　通級指導教室 教諭 言語・難聴・自閉症・情緒・LD・
ADHD

下関市長府亀の甲2‒2‒1 083‒246‒1233

下関市立江浦小学校　通級指導教室 教諭 言語・難聴・自閉症・情緒・LD・
ADHD

下関市彦島江の浦3‒4‒1 083‒266‒0067

下関市立誠意小学校　通級指導教室 教諭 言語・難聴・自閉症・情緒・LD・
ADHD

下関市豊浦黒井2200 083‒772‒0290

下関市立日新中学校　通級指導教室 教諭 言語・難聴・自閉症・情緒・LD・
ADHD

下関市上田中1‒15‒1 083‒223‒7259

東亜大学大学院附属臨床心理
相談研究センター

臨床心理士（大学教員）
大学院生

情緒面の発達の問題を抱えている
子どもと保護者 
発達相談、不登校、心身症、
発達障害、心理検査 
プレイセラピー、母子併行面接、
個別面接

予約制（電話予約をして下さい） 
有料（療育手帳等による割引あり）

下関市一の宮学園町2‒1 083‒263‒1261

地域特別支援教育コーディネーター
　下関市立名池小学校
　下関市立日新中学校

教諭
教諭

下関市名池町10‒1
下関市上田中1‒15‒1

083‒223‒1335
083‒223‒7259

下関児童相談所 児童福祉司、児童心理司 18歳未満の児童 下関市貴船町3‒2‒2 083‒223‒3191
下関保健所
　乳幼児発達クリニック
　子どもの心とからだの相談室
　親子教室（乳幼児発達支援学級）

小児神経科医、児童心理司、PT、OT
小児科医、臨床心理士
小児科医、臨床心理士、保健師、
保育士

言葉や運動発達面での要観察児
発達障害、小児心身症、不登校
発達が気になる子児、育児不安

毎月1回
要予約
年2コース（1コース6日間）

下関市南部町1‒6 083‒231‒1935

083‒223‒7259

下関市立山陽保健センター 下関市長府松小田本町4‒15 083‒246‒3885
下関市立彦島保健センター 下関市彦島江の浦1‒3‒9 083‒266‒0111
下関市立菊川保健センター 下関市菊川町田部734‒1 083‒287‒2171
下関市立豊田保健福祉センター 下関市豊田町矢田笹尾365 083‒766‒2041
下関市立豊浦保健センター 下関市豊浦町川棚林崎6166 083‒772‒4022
下関市立豊北保健福祉センター 下関市豊北町滝部柿別当 083‒782‒1962
下関市教育委員会
　　教育相談
　　ヤングテレホン
　　いじめテレホン
　下関市教育支援教室「さくらやま」

教育相談員

教育相談員
教育相談員

下関市上田中町1‒16‒3 083‒231‒1560
083‒231‒6995

083‒223‒7830
083‒222‒3021

下関市こども発達センター
　知的障害者通園施設「はたぶ園」

　児童デイサービス
　母子通園訓練事業「キッズハウス」
　地域療育等支援事業

　こころとことばの発達相談室

児童指導員、保育士、OT、PT、ST
嘱託医（小児科、小児神経科、
精神科、整形外科、歯科）

臨床心理士、ST

相談、訪問療育、嘱託医による診察
など
心や言葉、発達についての悩み

定員30名　月～金（10：00～14：30）

週1～2回（1日10名程度）
土曜（10：00～11：30）4歳未満

要予約、18歳以下

下関市幡部本町26‒12 083‒233‒9850

083‒232‒1540
じねんじょ PT、OT、相談員 重症心身障害 下関市生野町2‒28‒20 083‒252‒2227
いずみ園言語教室 水（13：00～16：00）

定員4名
下関市豊浦町黒井 0837‒74‒1110

国立病院機構関門医療センター 小児科医、心理士 発達障害、小児心身症、不登校 要予約　第2木曜 下関市長府外浦町1‒1 083‒241‒1199

済生会下関総合病院
（小児神経外来、小児訓練室）

小児科医、ST、OT、PT 発達障害、小児心身症、不登校 下関市安岡町8‒5‒1 083‒262‒2300

下関市立中央病院小児科 小児科医、臨床心理士
発達障害、不登校、心身症

要予約　水（9：00～12：00） 下関市向洋町1‒13‒1 083‒231‒4111

下関市立済生会豊浦病院 小児科医
発達障害、不登校、心身症

要予約　第1、3月（13：30～） 下関市豊浦町小串7‒3 083‒774‒0511
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下 関 市 山口県立下関総合支援学校
（下関地域特別支援教育センター）
（ふくふくサポートルーム）

心身の発達や学習のおくれ、
社会性などについて気になること等

遊びを中心とした個別指導と小集団指導 下関市富任町8‒9‒1 083‒258‒3033

山口県立豊浦総合支援養護学校
（地域支援室） 

発達や言葉の遅れ、
病気や障害などで気になること等

遊びを中心とした個別指導と小集団指導 下関市豊浦町小串7‒136 083‒772‒1331

山口県立下関南総合支援学校
（視覚障害教育センター）
（地域支援室） 

見え方や視覚補助具の相談 
点字や歩行の相談
聞こえや補聴器の相談 
聴覚障害による発音等の相談

視覚検査、視覚補助具の指導等、聴力検査、
ことばの指導等

下関市幡生町1‒1‒22 083‒232‒1430

下関市立名池小学校　通級指導教室
（きこえとことばの教室） 

教諭 言語・難聴・自閉症・情緒・LD・
ADHD

発音指導、言語発達の促進 下関市名池町10‒1 083‒223‒0121

下関市立豊浦小学校　通級指導教室 教諭 言語・難聴・自閉症・情緒・LD・
ADHD

下関市長府亀の甲2‒2‒1 083‒246‒1233

下関市立江浦小学校　通級指導教室 教諭 言語・難聴・自閉症・情緒・LD・
ADHD

下関市彦島江の浦3‒4‒1 083‒266‒0067

下関市立誠意小学校　通級指導教室 教諭 言語・難聴・自閉症・情緒・LD・
ADHD

下関市豊浦黒井2200 083‒772‒0290

下関市立日新中学校　通級指導教室 教諭 言語・難聴・自閉症・情緒・LD・
ADHD

下関市上田中1‒15‒1 083‒223‒7259

東亜大学大学院附属臨床心理
相談研究センター

臨床心理士（大学教員）
大学院生

情緒面の発達の問題を抱えている
子どもと保護者 
発達相談、不登校、心身症、
発達障害、心理検査 
プレイセラピー、母子併行面接、
個別面接

予約制（電話予約をして下さい） 
有料（療育手帳等による割引あり）

下関市一の宮学園町2‒1 083‒263‒1261

地域特別支援教育コーディネーター
　下関市立名池小学校
　下関市立日新中学校

教諭
教諭

下関市名池町10‒1
下関市上田中1‒15‒1

083‒223‒1335
083‒223‒7259

下関児童相談所 児童福祉司、児童心理司 18歳未満の児童 下関市貴船町3‒2‒2 083‒223‒3191
下関保健所
　乳幼児発達クリニック
　子どもの心とからだの相談室
　親子教室（乳幼児発達支援学級）

小児神経科医、児童心理司、PT、OT
小児科医、臨床心理士
小児科医、臨床心理士、保健師、
保育士

言葉や運動発達面での要観察児
発達障害、小児心身症、不登校
発達が気になる子児、育児不安

毎月1回
要予約
年2コース（1コース6日間）

下関市南部町1‒6 083‒231‒1935

083‒223‒7259

下関市立山陽保健センター 下関市長府松小田本町4‒15 083‒246‒3885
下関市立彦島保健センター 下関市彦島江の浦1‒3‒9 083‒266‒0111
下関市立菊川保健センター 下関市菊川町田部734‒1 083‒287‒2171
下関市立豊田保健福祉センター 下関市豊田町矢田笹尾365 083‒766‒2041
下関市立豊浦保健センター 下関市豊浦町川棚林崎6166 083‒772‒4022
下関市立豊北保健福祉センター 下関市豊北町滝部柿別当 083‒782‒1962
下関市教育委員会
　　教育相談
　　ヤングテレホン
　　いじめテレホン
　下関市教育支援教室「さくらやま」

教育相談員

教育相談員
教育相談員

下関市上田中町1‒16‒3 083‒231‒1560
083‒231‒6995

083‒223‒7830
083‒222‒3021

下関市こども発達センター
　知的障害者通園施設「はたぶ園」

　児童デイサービス
　母子通園訓練事業「キッズハウス」
　地域療育等支援事業

　こころとことばの発達相談室

児童指導員、保育士、OT、PT、ST
嘱託医（小児科、小児神経科、
精神科、整形外科、歯科）

臨床心理士、ST

相談、訪問療育、嘱託医による診察
など
心や言葉、発達についての悩み

定員30名　月～金（10：00～14：30）

週1～2回（1日10名程度）
土曜（10：00～11：30）4歳未満

要予約、18歳以下

下関市幡部本町26‒12 083‒233‒9850

083‒232‒1540
じねんじょ PT、OT、相談員 重症心身障害 下関市生野町2‒28‒20 083‒252‒2227
いずみ園言語教室 水（13：00～16：00）

定員4名
下関市豊浦町黒井 0837‒74‒1110

国立病院機構関門医療センター 小児科医、心理士 発達障害、小児心身症、不登校 要予約　第2木曜 下関市長府外浦町1‒1 083‒241‒1199

済生会下関総合病院
（小児神経外来、小児訓練室）

小児科医、ST、OT、PT 発達障害、小児心身症、不登校 下関市安岡町8‒5‒1 083‒262‒2300

下関市立中央病院小児科 小児科医、臨床心理士
発達障害、不登校、心身症

要予約　水（9：00～12：00） 下関市向洋町1‒13‒1 083‒231‒4111

下関市立済生会豊浦病院 小児科医
発達障害、不登校、心身症

要予約　第1、3月（13：30～） 下関市豊浦町小串7‒3 083‒774‒0511
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下 関 市 石川ファミリークリニック 小児科医師、心理士 不登校、摂食障害、心身症 要予約 下関市田中町11‒11 083‒222‒3755
かねはら小児科

（発達支援室ベースキャンプ）

小児科医、臨床心理士、PT、OT 発達障害、不登校、摂食障害、
心身症 要予約

下関市生野町2‒28‒20 083‒252‒2112

まつざき小児科
（心の相談室）

小児科医、臨床心理士、看護師 発達障害、小児心身症、不登校 要予約　月、水（18：45～20：45） 下関市梶栗町2‒2‒22 083‒255‒1234

森山病院 医師、看護師 発達障害、小児心身症、不登校 月～金（14：00～16：00） 下関市宮田町2‒8‒20 083‒231‒0781
やまぐち小児科 小児科医 発達障害、小児心身症、不登校 要予約 下関市彦島江の浦町1‒5‒24 083‒267‒0300
下関病院 心理療法士、精神保健福祉士 発達障害、小児心身症、不登校 要予約（4～18歳） 下関市富任町6‒18‒18 083‒258‒0338
長門一ノ宮病院 精神科医、臨床心理士、

精神保健福祉士、OT
発達障害、小児心身症、不登校
PSTD、神経症など

要予約（2、3歳～） 下関市形山みどり町17‒35 083‒256‒2011

カイクリニック 精神科医 不登校、引きこもり、PTSD
神経症等

要予約（6歳以上） 下関市秋根東町6‒14 083‒257‒1417

城下町こころクリニック 精神科医、臨床心理士 発達障害、小児心身症、不登校
情緒障害

要予約（4～18歳） 下関市長府惣社町1‒14 083‒245‒8907

瀬戸口医院 精神科医、心理士 小児心身症、不登校、神経症 10歳～ 下関市綾羅木本町5‒11‒5 083‒252‒2928
野村病院 医師 発達障害、小児心身症、不登校 9～18歳 下関市横野字岡の下1038‒1 083‒258‒2737
橋本クリニック 精神科医、臨床心理士 発達障害、小児心身症、不登校 要予約（10歳以上） 下関市長府江下1‒24 083‒246‒2439
はら医院 医師 小児心身症、不登校 要予約（13～18歳） 下関市羽山町1‒1‒201 083‒228‒2900
藤井メンタルクリニック 精神科医 保護者の相談窓口として 要予約 下関市細江町3‒3‒1‒205 083‒234‒0802
まつきクリニック 精神科医、臨床心理士、

精神保健福祉士
発達障害、小児心身症、不登校
精神障害、適応障害、人格障害

3～18歳 下関市秋根南町1‒6‒29 083‒263‒1388

重本病院 精神科医、臨床心理士 発達障害、小児心身症、不登校 要予約（10～18歳）
保護者の相談から

下関市豊浦町黒井97‒50 083‒772‒0014

こころの相談室 臨床心理士 下関市細江町3‒1‒15 083‒232‒2116
なかやま心理相談室
（唐戸にも相談室あり）

臨床心理士 下関市豊浦町豊洋台2‒585 083‒772‒2922

安好心理相談ビューロ 臨床心理士 下関市南部町23‒15 6Ｆ 083‒232‒2116
フリースクール下関Ⅰ 代表：石川章 不登校、引きこもり、親子関係 年齢制限なし

火、木（11：00～16：00）
下関市竹崎町3‒5‒25 083‒223‒4523

フリースクール下関Ⅱ 代表：石川章 同上 原則18歳以下
月、水（11：00～15：00）

下関市生野町2‒27‒7 083‒223‒4523
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下 関 市 石川ファミリークリニック 小児科医師、心理士 不登校、摂食障害、心身症 要予約 下関市田中町11‒11 083‒222‒3755
かねはら小児科

（発達支援室ベースキャンプ）

小児科医、臨床心理士、PT、OT 発達障害、不登校、摂食障害、
心身症 要予約

下関市生野町2‒28‒20 083‒252‒2112

まつざき小児科
（心の相談室）

小児科医、臨床心理士、看護師 発達障害、小児心身症、不登校 要予約　月、水（18：45～20：45） 下関市梶栗町2‒2‒22 083‒255‒1234

森山病院 医師、看護師 発達障害、小児心身症、不登校 月～金（14：00～16：00） 下関市宮田町2‒8‒20 083‒231‒0781
やまぐち小児科 小児科医 発達障害、小児心身症、不登校 要予約 下関市彦島江の浦町1‒5‒24 083‒267‒0300
下関病院 心理療法士、精神保健福祉士 発達障害、小児心身症、不登校 要予約（4～18歳） 下関市富任町6‒18‒18 083‒258‒0338
長門一ノ宮病院 精神科医、臨床心理士、

精神保健福祉士、OT
発達障害、小児心身症、不登校
PSTD、神経症など

要予約（2、3歳～） 下関市形山みどり町17‒35 083‒256‒2011

カイクリニック 精神科医 不登校、引きこもり、PTSD
神経症等

要予約（6歳以上） 下関市秋根東町6‒14 083‒257‒1417

城下町こころクリニック 精神科医、臨床心理士 発達障害、小児心身症、不登校
情緒障害

要予約（4～18歳） 下関市長府惣社町1‒14 083‒245‒8907

瀬戸口医院 精神科医、心理士 小児心身症、不登校、神経症 10歳～ 下関市綾羅木本町5‒11‒5 083‒252‒2928
野村病院 医師 発達障害、小児心身症、不登校 9～18歳 下関市横野字岡の下1038‒1 083‒258‒2737
橋本クリニック 精神科医、臨床心理士 発達障害、小児心身症、不登校 要予約（10歳以上） 下関市長府江下1‒24 083‒246‒2439
はら医院 医師 小児心身症、不登校 要予約（13～18歳） 下関市羽山町1‒1‒201 083‒228‒2900
藤井メンタルクリニック 精神科医 保護者の相談窓口として 要予約 下関市細江町3‒3‒1‒205 083‒234‒0802
まつきクリニック 精神科医、臨床心理士、

精神保健福祉士
発達障害、小児心身症、不登校
精神障害、適応障害、人格障害

3～18歳 下関市秋根南町1‒6‒29 083‒263‒1388

重本病院 精神科医、臨床心理士 発達障害、小児心身症、不登校 要予約（10～18歳）
保護者の相談から

下関市豊浦町黒井97‒50 083‒772‒0014

こころの相談室 臨床心理士 下関市細江町3‒1‒15 083‒232‒2116
なかやま心理相談室
（唐戸にも相談室あり）

臨床心理士 下関市豊浦町豊洋台2‒585 083‒772‒2922

安好心理相談ビューロ 臨床心理士 下関市南部町23‒15 6Ｆ 083‒232‒2116
フリースクール下関Ⅰ 代表：石川章 不登校、引きこもり、親子関係 年齢制限なし

火、木（11：00～16：00）
下関市竹崎町3‒5‒25 083‒223‒4523

フリースクール下関Ⅱ 代表：石川章 同上 原則18歳以下
月、水（11：00～15：00）

下関市生野町2‒27‒7 083‒223‒4523
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２）事後相談機関－２（公的医療機関）
【市町母子保健担当課】（母子健康手帳交付、乳幼児健診・予防接種・育児相談・家庭訪問等の各種母子保健事業を）

【家庭児童相談室】（生活習慣、学校生活、非行、心身障害などについての地域に身近な相談窓口）

機関名　　　　　　　　　　　　担当課・係 住所 TEL

岩国市保健センター　　　　　　健康管理課　　保健第一班 〒750‒0006 岩国市室の木三丁目1‒11 0827‒24‒3751

和木町保健相談センター　　　　保健福祉課 〒740‒0061 和木町和木2‒15‒1 0827‒52‒7290

柳井市保健センター　　　　　　健康増進課 〒742‒8714 柳井市南町六丁目12‒1 0820‒23‒1190

周防大島町　　　　　　　　　　健康増進課 〒742‒2806 周防大島町西安下庄3920‒21 0820‒77‒5504

上関町高齢者保健福祉センター　　　　　　　　保健指導係 〒742‒1402 上関町長島1561‒1 0820‒65‒5113

田布施町保健センター　　　　　健康保険課　　健康推進係 〒742‒1511 田布施町大字下田布施2210‒1 0820‒52‒4999

平生町保健センター　　　　　　健康福祉課　　保健班 〒742‒1102 平生町平生村178 0820‒56‒7141

周南市　　　　　　　　　　　　健康増進課　　 〒745‒0055 周南市児玉町一丁目1 0834‒22‒8553

下松市保健センター　　　　　　健康増進課　　保健予防係 〒744‒0025 下松市中央町21‒1 0833‒41‒1234

光市総合福祉センター　　　　　健康増進課　　健康増進係 〒743‒0011 光市光井二丁目2‒1 0833‒74‒3007

防府市保健センター　　　　　　健康増進課　　保健係 〒747‒0805 防府市鞠生町12‒1 0835‒24‒2161

山口市保健センター　　　　　　健康増進課 〒753‒0079 山口市糸米二丁目6‒6 083‒921‒2666

宇部市保健センター　　　　　　健康推進課　 〒755‒0033 宇部市琴芝町二丁目1‒10 0836‒31‒1777

山陽小野田市保健センター　　　健康増進課　　母子保健係 〒756‒0808 山陽小野田市大字鴨庄94 0836‒71‒1815

美祢市保健センター　　　　　　健康増進課　　保健係 〒759‒2212 美祢市大嶺町東分345‒1 0837‒53‒0304

長門市保健センター　　　　　　健康増進課　　健康推進係 〒759‒4101 長門市東深川1326‒6 0837‒23‒1133

萩市　　　　　　　　　　　　　健康増進課　　健康増進係 〒758‒0074 萩市平安古209番地の1 0838‒26‒0500

阿武町　　　　　　　　　　　　民生課　　　　環境保健係 〒759‒3622 阿武町奈古2636 08388‒2‒3113

下関市　　　　　　　　　　　　健康づくり課　母子保健係 〒750‒0006 下関市南部町1‒6 083‒231‒1447

住所 TEL

下関市家庭児童相談室 〒750‒8521 下関市南部町1‒1（こども課相談支援係） 083-231-1980

宇部市家庭児童相談室 〒755‒8601 宇部市常盤町1‒7‒1 0836‒34‒8333

山口市家庭児童相談室 〒753‒8650 山口市亀山町2‒1（こども家庭課） 083‒934‒2960

萩市家庭児童相談室 〒758‒8555 萩市江向510（子育て支援課） 0838‒25‒3536

周南市家庭児童相談室 〒745‒0071 周南市岐山通1‒1（こども家庭課） 0834‒22‒8452

防府市こども相談室 〒747‒8501 防府市寿町7‒1（子育て支援課こども相談室） 0835‒23‒5300

下松市家庭児童相談室 〒744‒8585 下松市大手町3‒3‒3（児童家庭課） 0833‒41‒0074

岩国市家庭児童相談室 〒740‒0017 岩国市今津町1‒14‒51 0827‒29‒5076

山陽小野田市家庭児童相談室 〒756‒1601 山陽小野田市日の出1‒1‒1（こども福祉課） 0836‒82‒1175

光市家庭児童相談室 〒743‒0011 光市光井2‒2‒1（子ども家庭課） 0833‒74‒3006

長門市家庭児童相談室 〒759‒4101 長門市東深川1339‒2（子ども未来室） 0837‒23‒1012

柳井市家庭児童相談室 〒742‒8714 柳井市南町1‒10‒2 0820‒22‒2111

美祢市家庭児童相談室 〒759‒2292 美祢市大嶺町東分326‒1（子育て支援室） 0837‒52‒5228
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【市町障害福祉担当課】（療育手帳、特別児童扶養手当、自立支援給付など障害福祉サービスに関することの相談窓口）

市町名　担当課 内容 TEL

岩国市
　高齢障害課　障害者福祉班 療育手帳、特別児童扶養手当、自立支援給付等に関すること 0827‒29‒2522

和木町
　保健福祉課
　住民サービス課

療育手帳、自立支援給付等に関すること
特別児童扶養手当等に関すること

0827‒52‒2195
0827‒52‒2194

柳井市
　社会福祉課 療育手帳、特別児童扶養手当、自立支援給付等に関すること 0820‒22‒2111

周防大島町
　福祉課
　健康増進課

療育手帳、特別児童扶養手当等に関すること
自立支援給付等に関すること

0820‒77‒5505
0820‒77‒5504

上関町
　民生課　社会福祉係 療育手帳、特別児童扶養手当、自立支援給付等に関すること 0820‒62‒0814

田布施町
　町民福祉課　福祉係
　町民福祉課　児童係

療育手帳、自立支援給付等に関すること
特別児童扶養手当に関すること

0820‒52‒5810
0820‒52‒5810

平生町
　健康福祉課　社会福祉班 療育手帳、特別児童扶養手当、自立支援給付等に関すること 0820‒56‒7115

周南市
　障害福祉課　福祉担当 療育手帳、特別児童扶養手当、自立支援給付等に関すること 0834‒22‒8387

下松市
　福祉支援課　高齢障害係 療育手帳、特別児童扶養手当、自立支援給付等に関すること 0833‒45‒1835

光市
　社会福祉課　障害福祉係 療育手帳、特別児童扶養手当、自立支援給付等に関すること 0833‒74‒3001

防府市
高齢障害課　障害者福祉係 療育手帳、特別児童扶養手当、自立支援給付等に関すること 0835‒25‒2387

山口市
　高齢・障害福祉課　障害者支援担当
　社会課　総務担当
　こども家庭課　子育て支援担当

療育手帳、自立支援給付等に関すること
障害児福祉手当に関すること
特別児童扶養手当に関すること

083‒934‒2794
083‒934‒2790
083‒934‒2797

宇部市
　障害福祉課　障害福祉係
　こども福祉課　家庭福祉係

療育手帳、障害児福祉手当、自立支援給付等に関すること
特別児童扶養手当に関すること

0836‒34‒8314
0836‒34‒8330

山陽小野田市
　高齢障害課　障害福祉係
　こども福祉課　こども家庭係

療育手帳、自立支援給付に関すること
特別児童扶養手当に関すること

0836‒82‒1170
0836‒82‒1175

美祢市
　地域福祉課 療育手帳、特別児童扶養手当等に関すること 0837‒52‒5227

長門市
　福祉課　福祉係
　福祉課　子ども未来室

療育手帳、自立支援給付に関すること
特別児童扶養手当に関すること

0837‒23‒1243
0837‒23‒1156

萩市
　福祉課　障がい福祉係 療育手帳、特別児童扶養手当、自立支援給付等に関すること 0838‒25‒3523

阿武町
　民生課　介護福祉係 療育手帳、特別児童扶養手当等に関すること 08388‒2‒3115

下関市
　障害者支援課
　こども課　こども家庭係　

療育手帳、自立支援給付に関すること
特別児童扶養手当に関すること

083‒231‒1917
083‒231‒1928
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【児童相談所】（児童に関するあらゆる問題についての相談窓口）

機関名 該当市町 住所 TEL

中央児童相談所
　　　　　　宇部駐在

山口市、防府市、美祢市
宇部市、山陽小野田市

〒753‒0214 山口市大内御堀922‒1
〒755‒0033 宇部市琴芝町1丁目1‒50

（宇部総合庁舎内）

083‒922‒7511
0836‒39‒7514

下関児童相談所 下関市 〒751‒0823 下関市貴船町3‒2‒1 083‒223‒3191

周南児童相談所 周南市、下松市、光市 〒745‒0836 周南市慶万町2‒13 0834‒21‒0554

萩児童相談所 萩市、長門市、阿武町 〒758‒0041 萩市江向531‒1 0838‒22‒1150

岩国児童相談所 岩国市、柳井市、周防大島町、
和木町、上関町、田布施町、平生町

〒740‒0016 岩国市三笠町1‒1‒1 0827‒29‒1513

管轄市町 住所 TEL

岩国健康福祉センター 岩国市、和木町 〒740‒0016 岩国市三笠町1‒1‒1 0827‒29‒1523

柳井健康福祉センター
柳井市、上関町、田布施町、
平生町、周防大島町　

〒742‒0032 柳井市古開作中東条658‒1 0820‒22‒3631

周南健康福祉センター 周南市、下松市、光市 〒745‒0004 周南市毛利町2‒38 0834‒33‒6425

山口健康福祉センター
防府支所

山口市、防府市 〒753‒8588 山口市吉敷下東三丁目1‒1
〒747‒0801 防府市駅南町13‒40

083‒934‒2531
0835‒22‒3740

宇部健康福祉センター 宇部市、美祢市、山陽小野田市 〒755‒0031 宇部市常盤町2丁目3‒28 0836‒31‒3200

長門健康福祉センター 長門市 〒759‒4101 長門市東深川1344‒1 0837‒22‒2811

萩健康福祉センター 萩市、阿武町 〒758‒0041 萩市江向531‒1 0838‒25‒2669

【健康福祉センター】（乳幼児発達クリニック開催　要予約）※開催日時は予約時に要確認
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