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宇部市こども・若者応援課子育て世代包括支援センター係 宇部市琴芝町 2 丁目４-２５ 宇部市多世代ふれあいセンター1 階 Tel 0836-31-1732 

山陽小野田市子育て総合支援センタースマイルキッズ 山陽小野田市揥山 1 丁目４-３  Tel 0836-82-2525 
美祢市保健センター 美祢市大嶺町東分 345-1 Tel 0837-53-0304 

○発達、発育に関する相談  ○子育てや健康全般にわたる相談 
○乳児健康診査、1 歳６か月健康診査、3 歳（3 歳 6 か月）健康診査 

宇部市障害福祉課 宇部市常盤町 1 丁目 7-1 Tel 0836-34-8522 
山陽小野田市障害福祉課 山陽小野田市日の出 1 丁目 1-1 Tel 0836-82-1170 
美祢市地域福祉課  美祢市大嶺町東分 326-1 Tel 0837-52-5227 

○障害者手帳の申請など、福祉サービスの総合相談窓口 
宇部市教育委員会教育支援課特別支援教育推進係 
山陽小野田市教育委員会学校教育課 
美祢市教育委員会学校教育課 

 
○就学相談・就学指導 

宇部市港町１丁目 11-30 
山陽小野田市日の出 1 丁目 1-1 
美祢市大嶺町東分 326-1 
 
○巡回訪問・要請訪問の実施 

Tel 0836-34-8625 
Tel 0836-82-1202 
Tel 0837-52-1118 

宇部総合支援学校特別支援教育センター 
岬小学校サブセンター 
 
小野田小学校サブセンター 
 
神原中学校サブセンター 
 
大嶺小学校サブセンター 

宇部市黒石北５丁目 3-20   
宇部市松山町５丁目 8-10  
 
山陽小野田市中川３丁目 2-1 
 
宇部市東梶返 4 丁目 8-1 
 
美祢市大嶺町東分 1721 

Tel 0836-41-4036 
Tel 0836-31-1260 
（通級指導教室 Tel 0836-31-1824） 
Tel 0836-83-2066 
（ことばの教室 Tel 0836-83-3210） 
Tel 0836-31-1784 

（特別支援学級・通級指導教室 Tel 0836-21-4232） 
Tel 0837-52-0247 
（ことばの教室 Tel 0837-52-0547） 

○教員・保護者への支援、教育相談 
○「個別の教育支援計画」、「個別の指導計画」の作成への助言 
○サブセンターでは、ことばの教室・通級指導教室を併設 

下関南総合支援学校内                         
視覚障害教育センター ○見えない、見えづらい等に関する相談   Tel 083-232-1454                                            

 聴覚障害教育センター ○聞こえない、聞こえづらい等に関する相談 Tel 083-232-1455 

宇部・山陽小野田・美祢地域の地域支援ガイド 

子育てや教育などの相談 
○ 同年齢の子どもと比べてことばや運動の発達が気になる 

  ○ 幼稚園、保育園や学校などで集団になじめない 
  ○ コミュニケーションが苦手で、上手に会話ができない など 

ちびっこ教育相談センター「うべつくし園」 

○発達が気になる乳幼児の療育 

○外来療育教室及び相談 

○訪問療育教室及び相談 

宇部市あすとぴあ６丁目 11-21-4 

Tel ０８３６－４３－７７５０ 

発達ケアセンター「なるみ園」 

○乳幼児の発達支援と療育 

○発達検査や言葉の教室 

○家庭や園の生活に関する相談、関係機関との連絡調整  

山陽小野田市日の出３丁目 14-5 

Tel ０８３６－８３－７８２１ 

美祢市心身症障害児デイケアセンター「コアラハウス」 
○幼児などの発達障害や身体障害の支援 

○言葉の教室、音楽療法、理学療法士による支援 

美祢市大嶺町東分 281-1 

Tel ０８３７－５２－１２８９ 

山口県宇部健康福祉センター 

○思春期のこころの健康に関する相談 

宇部市常盤町２丁目 3-28 

Tel ０８３６－３１－３２００ 

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 

○発達や育児、思春期・青年期の問題（予約制） 

宇部市文京町 2-22 

Tel ０８３６－３８－０５９５ 

このみ園 

○障害児療育等に関する相談（保育士、心理士による相談） 

宇部市黒石北５丁目 3-56 

Tel ０８３６－４１－８１４５ 

宇部市 発達障害等相談センター そらいろ 

○発達障害等の相談（宇部市在住の方） 

宇部市琴芝町 2 丁目４-２５ 宇部市多世代ふれあいセンター5 階 

Tel ０８３６－４３－６７７７ 
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県内全般を対象とした総合的な相談窓口なら・・ 

  

山口県発達障害者支援センターまっぷ 
○発達障害に関する巡回相談、療育相談 
○発達障害者に対する就労支援や助言 
○発達障害者支援に関する研修会の実施 

山口市仁保中郷 50 
Tel ０８３－９２９－５０１２ 

東亜大学大学院附属 臨床心理相談研究センター 
○発達や育児、思春期・青年期の問題に関する相談 
○知能テストや性格テスト等 

下関市一の宮学園町 2-1 
Tel ０８３－２６３－１２６１ 

メンタルクリニック藤山医院 
○発達障害など精神科、神経科診療 

山口市吉敷下東 1 丁目 7-20 竹下ビル 2F 
Tel ０８３－９２３－３０４０ 

山口県口腔保健センター 
○障害児者の歯科診療（予約制） 

山口市吉敷下東 1 丁目 4-1 
Tel ０８３―９２８－８０２０ 

発達が気になる幼児児童生徒の相談を受けたり、障害児の診療や家族への 

アドバイスを行ったりする経験豊富な医療機関です。 

ふれあい教育センター 
○就学・進路・家庭教育などの相談全般 
○不登校・いじめへの指導・助言 
○心身の発達相談や心理・発達検査 

山口市秋穂二島 1062 
Tel ０８３－９８７－１２４０ 

総合支援学校等と連携した医療機関からのアドバイスなら・・ 

宇部フロンティア大学附属 文京クリニック 
○思春期、神経症性障害、発達、ストレス外来など精神科・心療内科診療 

宇部市文京町 2-２２ 
Tel ０８３６－３９－６０３１ 

すながわこどもクリニック 
○乳幼児健診・後期健診・希望年齢での健診、発育発達相談や小児科診療 

山陽小野田市日の出 2 丁目 2-6 
Tel ０８３６－４３－９２００ 

とみた小児科医院 
○発達障害等に関する相談や小児科診療 

宇部市大字妻崎開作 599-1 
Tel ０８３６－４４－４１５０ 

むらかみこどもクリニック 
宇部市大字東須恵 1977-11 

Tel ０８３６－４４－４９７６ 

山口大学医学部附属病院 
○発達障害など小児精神外来（精神科神経科） 

宇部市南小串 1 丁目 1-1 
Tel ０８３６－２２－２１１１(代表) 

山口県立こころの医療センター 
○児童・思春期外来など精神科診療（予約制） 

宇部市大字東岐波 4004-2 
Tel ０８３６－５８－２３２７ 

西川医院 
<発達診療部> ○発達障害等に関する相談や内科診療 

○作業療法士による感覚統合訓練 
<発達障害研究センター> ○発達障害に関する研究・研修情報発信等 

宇部市西岐波 325-1 
Tel ０８３６－５４－２５２５ 

鈴木小児科医院 
○発達障害等に関する相談や小児科診療 

宇部市今村北４丁目 26-15 
Tel ０８３６－５１－１１００ 

 

村重医院 
○理学療法士、作業療法士、言語聴覚療法士によるリハビリテーション 

山陽小野田市須恵１丁目 12-10 
Tel ０８３６－３９－９８００ 

土屋医院 
○発達障害など精神科、神経科診療 

宇部市上町２丁目 3-11 
Tel ０８３６－３３－８１１６ 

山口県児童相談所 
○専門家による発達の遅れについての相談 
○発達検査、療育手帳の交付判定 
○施設入所判定や相談、指導 
宇部児童相談所（宇部市、山陽小野田市の方） 

宇部市琴芝町 1 丁目 1-50  Tel 0836-39-7514 

    中央児童相談所（美祢市、山口市、防府市の方） 

山口市大内御堀 922-1    Tel 083-922-7511 

山口県精神保健福祉センター 
○こころの健康電話相談 

  来所相談も可能（要予約） 
防府市駅南町 13-40 

Tel ０８３５－２７－３３８８ 

山口県立大学 心とからだの相談室 
○発達や育児、思春期・青年期の悩みに対する 

大学教員による相談・指導（予約制） 
山口市桜畠 6 丁目 7-15 地域交流スペース Yucca（ユッカ） 

Tel ０８３－９３４－８０１１ 

かねはら小児科 
○発達障害等に関する相談や小児科診療 

下関市生野町 2 丁目 28-20 
Tel ０８３―２５２－２１１２ 

独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター 
○重症心身障害まで対応できる医療支援 

宇部市東岐波 685 
Tel ０８３６－５８－２３００ 

 

宇部西リハビリテーション病院 
○言語障害に関する相談、言語聴覚士による外来リハビリテーション 

宇部市大字沖ノ旦 797 番地 
Tel ０８３６－４５－２１１１ 

 
宇部リハビリテーション病院 

○外来による理学療法、感覚統合療法、言語療法 
宇部市大字西岐波 229 番地の 3 
Tel ０８３６－５１－３１１１ 

 



- 3 - 

 

 

家庭生活や地域生活などの相談 
○ 自宅での食事・入浴の介助、買い物や外出などの支援をお願いしたい 

  ○ 在学中の障害児者が使える福祉サービスについて知りたい 

  ○ 土日や夏休みなどに子どもを預かって欲しい など 

 
福祉サービスの提案なら・・（山口県健康福祉部厚政課・保健福祉施設等名簿 等より） 

  障害福祉サービス・障害児通所支援の利用を希望される場合は、下表の指定特定相談支援事業所・ 
指定障害児相談支援事業所に直接サービス等利用計画等の作成を御依頼ください。 

 

相談支援事業所 住  所 電話番号 

生活支援センターふなき  ＜障害者（18歳以上）が対象＞ ◎ 宇部市大字船木833-22-2 0836-67-2464 
神原苑障害相談支援センター ◎ 宇部市神原町２丁目1-22 0836-35-8033 
宇部市障害者生活支援センターぴあ南風 ◎ 宇部市鵜の島町5-21 0836-31-5151 
光栄会 総合相談支援センターぷりずむ 宇部市あすとぴあ６丁目11-21-2 0836-43-7754 
自立生活センター宇部 宇部市中央町３丁目2-7 0836-29-6192 
相談支援事業所サポートセンターぴっころ 宇部市大字善和573-1 0836-62-5707 
高嶺園 宇部市大字川上714-11 0836-32-1321 
はーとけあさんちの相談支援 宇部市草江４丁目11-38-5 0836-39-3530 
相談支援センターあゆみ 宇部市開1丁目7-18 0836-37-1185 
相談支援事業所かのん 宇部市中村2丁目7-５ 0836-38-7310 
うべくるみ園相談支援事業所 宇部市大字川上字大固屋714-13 0836-31-1674 
相談支援事業わかば 宇部市大字上宇部39-1 0836-35-3365 
サポートスペース創 宇部市妻崎開作725-2 ハイツ未来１F 0836-38-8020 
相談支援事業所こころ 宇部市文京町2-9 0836-43-7278 
指定特定相談支援事業所のぞみ 山陽小野田市高栄3丁目6-15 0836-83-0001 
相談室いこい 山陽小野田市大字有帆１４９３ 0836-39-7352 
総合相談支援センターみね ☆ 美祢市大嶺町東分字僧津1710-1 0837-54-0039 
美祢相談支援センターあきよし  ＜障害者（18歳以上）が対象＞ 美祢市秋芳町秋吉5313-1 0837-63-0499 

＊ ◎印の事業所（宇部市・山陽小野田市の方が対象）、☆印の事業所（美祢市の方が対象）は、福祉サー
ビスの提案の他、生活上の様々な相談についても対応します。 

 

子どもを預かって欲しい方は、ここへ相談してみたら・・（山口県厚政課・保健福祉施設等名簿 ＷＡＭ NET 等より） 

福祉サービス事業所
 

住   所
 

電話番号
 サービスの種類 

デイ 日中 入所 訪問 
おひさまっこ 宇部市中野開作193-4 0836-48-9073 (幼児)    
神原苑神原障害児デイサービスセンター 宇部市神原町２丁目４-４０ 0836-35-5671 ○ ○   
特別養護老人ホーム神原苑 宇部市神原町２丁目1-22 0836-34-2885   ○  
神原苑ホームヘルパーステーション 宇部市神原町２丁目４-４０ 0836-35-5555    ○ 
神原苑上宇部ホームヘルパーステーション 宇部市宮地町5-40 0836-36-8540    ○ 
神原苑 東新川デイホーム 宇部市東新川町6-10 0836-31-0076 ○  ○  
ひろ君の家 宇部市大字善和573-１ 0836-62-5717 ○ ○   
サポートセンターぴっころ 宇部市大字善和573-1 0836-62-5707    ○ 
うべつくし園きらきらキッズ 宇部市あすとぴあ６丁目 11-21-3 0836-43-7752 (～小６) (～小６)   
すぱーくる光栄 宇部市大字東岐波字東扇田1950-１ 0836-39-8700 (中１～) (中１～)   
セルプときわ 宇部市大字西岐波字大浴4613-1 0836-54-0130  ○   
セルプ岡の辻 宇部市大字西岐波字西迫ノ田2189-60 0836-54-2960  ○   
セルプ南風 宇部市あすとぴあ２丁目2-15 0836-43-6211  ○   
セルプ藤山 宇部市西平原４丁目2342-１ 0836-38-6666  (高等部)   
このみ園 宇部市黒石北5丁目3-56 0836-41-8145 ○ ○ ○  
国立病院機構 山口宇部医療センター 宇部市大字東岐波685 0836-58-2300 ○ ○ ○  
ぐうたぐクラブ 宇部市大字西岐波325-1 0836-39-9033  ○   
デイリースペース創 宇部市妻崎開作725-2 ハイツ未来306号 0836-38-8020  ○   
ヘルパーステーション創 宇部市妻崎開作725-2 ハイツ未来1F 0836-38-8020    ○ 
あした 宇部市大字東岐波746-７ 0836-39-7301   ○  
高 嶺 園 宇部市大字川上714-11 0836-32-1321   ○  

宇部・山陽小野田・美祢地域の地域支援ガイド 
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福祉サービス事業所 住   所 電話番号 デイ 日中 入所 訪問 

日楽児童デイサービス 宇部市北琴芝１丁目8-22 0836-35-7722 ○ ○   
放課後等デイサービス スマイルハウス川添 宇部市川添１丁目４-６ 0836-38-7007 ○    
重症心身障がい児 児童デイサービス ドリーム 宇部市中山498-72（藤山ニュータウン） 0836-34-5616 ○ ○   
こどもサポート教室「きらり」山口宇部校 宇部市鍋倉町6-43-2F 0836-39-1159 ○    
こどもサポート教室「きらり」宇部鵜の島校 宇部市鵜の島町7-33 0836-39-5438 ○    
はーとけあさんち 宇部市草江4丁目11-38-5 0836-39-7311  ○   
日中一時支援事業所 あん 宇部市岬町2丁目5-31 080-8231-4610  ○   
奏音ヘルパーステーション 宇部市中村2丁目7-5 0836-38-7310  ○  ○ 
てご屋自立支援センター 宇部市開6丁目20-15  0836-39-3451  (高等部)   
日中一時支援事業所 フィットタイム 宇部市大字西岐波315-50 0836-38-6700  ○   
ヘルパーステーションフィットケア 宇部市大字西岐波315-50 0836-38-6700    ○ 
株式会社いきいき健康ライフ 宇部市大字東岐波276-2 0836-58-6515    ○ 
ニチイケアセンター厚南 宇部市大字妻崎開作113-3 0836-45-0038    ○ 
ろしゅうケアセンター集いの家 宇部市大字小串91-6 0836-32-9531    ○ 
宇部市社会福祉協議会 指定訪問介護事業所 宇部市琴芝町2丁目4-20 0836-22-4376    ○ 
ヘルパー リード 宇部市西本町1丁目7-13 0836-32-6369    ○ 
かいごセンター楽笑 宇部市川添2丁目4-1 0836-31-6051    ○ 
さくら訪問介護ステーション 宇部市常盤町1丁目3-5 0836-39-8141    ○ 
サンキ・ウエルビィ介護センター宇部 宇部市南浜2丁目9-15田坂ビル１F 0836-39-5277    ○ 
ヘルパーステーションりんご 宇部市開4丁目9-7 0836-43-6226    ○ 
ヘルパーステーションYOU 宇部市厚南北3丁目10-15-2 0836-41-8573    ○ 
あさがおケアステーション宇部 宇部市大字東岐波４０５-１ 0836-58-0942    ○ 
介護ハウス鳥の巣 宇部市大字西岐波1614-17 0836-51-2322    ○ 
ケアセンター共生 宇部市中央町３丁目２-７ 0836-29-6192    ○ 
むべの里在宅福祉サービスセンター上宇部 宇部市中村2丁目7-17 0836-35-8348    ○ 
さんコープ・宇部訪問介護事業所 宇部市上宇部黒岩75 0836-35-7207    ○ 
宅老所 喜楽苑 宇部市西岐波大字5225-1 0836-54-3445 ○  ○  
株式会社コセイ 宇部営業所 宇部市南浜町１丁目9-14 0836-43-9803  ○   
運動療育スクール ｊｕｍｐ 宇部校 宇部市錦町5-7 0836-34-6000 ○    
新川こどもの家 宇部市西小串6丁目5-48 0836-34-1135 ○    
神原苑小野田障害児デイサービスセンター 山陽小野田市大字東高泊字横土手1915-15 0836-84-7801 ○ ○   
放課後等デイサービス事業所 アイ．プレイス 山陽小野田市大字郡渡場3001-16 0836-78-1400 ○ ○   
放課後等デイサービス事業所 ユア．プレイス 山陽小野田市大字郡渡場3001-2 0836-78-0016 ○ ○   
放課後等デイサービス ハッピーポケット 山陽小野田市小野田1320-35 0836-43-6813 ○    
放課後等デイサービス事業所 ななせ 山陽小野田市大字郡1773-2 0836-39-6101 ○    
障害福祉サービス事業所 グリーンヒル山陽 山陽小野田市大字厚狭1723-2 0836-73-2953  ○   
スマイルサポート 山陽小野田市高栄2丁目9-26 0836-43-9563  ○   
障害者支援施設 みつば園 山陽小野田市大字小野田1337-1 0836-84-5920   ○  
ニチイケアセンター小野田 山陽小野田市日の出３-9-9平成ビル２Ｆ 0836-81-3571    ○ 
さわやか社協山陽小野田 山陽小野田市鴨庄字焼田第９２番地 0836-72-1813    ○ 
ケアサービスあすか  山陽小野田市鴨庄76-３ 0836-72-1061    ○ 
サンキ・ウエルビィ介護センター小野田 山陽小野田市日の出３丁目１５-２８ 0836-81-5391    ○ 
訪問介護事業所 いこい 山陽小野田市大字有帆1493 0836-39-7352  ○  ○ 
訪問介護S.L.C「ゆとり」 山陽小野田市東高泊1986-5 0836-55-4403    ○ 
ライブリーあそかの園 美祢市於福町上4017-1 0837-56-1813  ○ ○  
あそかの園 美祢市於福町下3365-1 0837-56-5038  (高等部)   
MINE あそかの園 美祢市大嶺町東分字僧津1710-1 0837-54-1232 ○    
秋芳特別養護老人ホーム青景園 美祢市秋芳町青景1873 0837-65-2244   ○  
有限会社 ライフサポートどれみ 美祢市大嶺町東分3168-1 0837-53-0758    ○ 
美祢市社会福祉協議会美祢東事業所 美祢市美東町大田5870-1 08396-2-1133    ○ 
介護サービスひまわり 美祢市大嶺町東分349-5 0837-52-2236    ○ 
介護サポートなでしこ 美祢市大嶺町東分来福台4丁目9-5 0837-52-3077    ○ 
愛心子どもの家 山口市阿知須１４４２－２ 0836-65-2308 ○ ○   
※その他、わかばの森（宇部市上宇部）、生活支援センターふなき（宇部市船木）の日中一時支援事業は、障害者(18歳以上)が対象です。 

～ 福祉サービスの種類の説明 ～ 
放課後等デイサービス・児童発達支援：児童を対象として日常の基本的な活動支援、集団生活への適応訓練。 
日中一時支援      ：日中の見守りにより、家族の就労や休息を支援。 
短期入所（ショートステイ）  ：短期間、食事・排泄・入浴などの介護を夜間を含めて行う。 
訪問介護        ：自宅で、食事・排泄・入浴などの介護を行う。 
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就労や生活自立などの相談 
○ 学校を卒業後の進路について悩んでいる 

  ○ 障害者支援制度を活用しながら、就労を目指したい 

  ○ 就職はできたが、職場や地域の人とトラブルを起こしやすい など 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉サービス事業所 住   所 電話番号 
サービスの種類 

移
行 

継
Ａ 

継
Ｂ 

訓
練 

介
護 

活
動 

宇部市ときわ公園 障害福祉サービス事業所 宇部市大字沖宇部字中論瀬233-1 0836-39-9280  ○     
カフェレストラン未来亭 宇部市大字東岐波4371-9 0836-39-8763  ○     
Goo TAG College あすとぴあ 宇部市あすとぴあ3丁目3-33 0836-39-9033   ○    
(株)W-Factory 宇部市明神町１丁目11-2 0836-39-9972  ○     
就労継続支援Ｂ型事業所 はなぶさ 宇部市大字上宇部39-13 0836-35-3365   ○    
障害者支援センター こころ 宇部市東藤曲2丁目6-11 0836-43-7278 ○ ○     
うべくるみ園 授産部 宇部市大字川上字大固屋714-13 0836-31-1674   ○  ○  
(有)てご屋自立支援センター 宇部市開6丁目20-15 0836-39-3451   ○    
セルプ岡の辻 宇部市大字西岐波字西迫ノ田2189-60 0836-54-2960 ○  ○    
障害福祉サービス事業所 サムラ 宇部市大字船木833-27 0836-67-0171 ○  ○    
障害者支援センターしせい 宇部市明神町2丁目12-10 0836-39-5258  ○     
ワークスペース創 宇部市妻崎開作725-2 ハイツ未来１F 0836-38-8020  ○ ○    
はばたき 宇部市大字東岐波字横尾新開1453-1 0836-39-5315     ○  
第2はばたき 宇部市大字善和355-６ 0836-62-2227  ○ ○    

 

光栄会障害者就業・生活支援センター 

○就職をするための準備・訓練等の支援 

○職場訪問等の職場定着支援 

○余暇活動、健康管理等の日常生活支援 

宇部市新天町１丁目 2-32 （新天町アーケード内） 

Tel ０８３６－３9－５３５７ 

 

宇部総合支援学校進路指導課 

○障害者の就労に係る相談・助言 

○障害者の職場体験受け入れ企業の紹介 

○就労を目指した福祉サービスの紹介 

宇部市黒石北５丁目 3-20 

Tel ０８３６－４１－４０３６ 

 

地域内における障害者の就労支援に関する情報なら・・ 

職業訓練等の支援なら・・ 

 

 

山口県立西部高等産業技術学校 

○離職者、障害者などが対象 

○介護やパソコン、販売等の職業訓練 

○訓練期間は２ヶ月～４ヶ月 

下関市千鳥ヶ丘 21-3 

Tel ０８３－２４８－３５０５ 

山口障害者職業センター 

○職業ガイダンス、職業相談 

○就労に関する適性検査 

○職場内でのジョブコーチ支援 

防府市岡村町 3-1 

Tel ０８３５－２１－０５２０ 

＊ 障害のある生徒は、働く力を持っていても集団への適応などが苦手で、高等学校（高等部）卒業
と同時に就職することが難しい場合があります。 

本人の体力や社会性に合わせた福祉サービスを活用しながら、少しずつ社会自立を目指すことも
できます。 

また、生活の場としてはグループホーム等があります。 
働く自信がない、集団が苦手という方は、ここへ相談してみたら・・（山口県厚政課・保健福祉施設等名簿より） 

障害者雇用等の支援なら・・ 

宇部公共職業安定所専門援助部門 

○障害者の求人情報の提供 

○障害者雇用支援制度の説明 

○職業紹介 

宇部市北琴芝 2 丁目 4-30 

Tel ０８３６－３１－０１６４ 
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福祉サービス事業所 住   所 電話番号 
サービスの種類  

移
行 

継
Ａ 

継
Ｂ 

訓
練 

介
護 

活
動 

あゆみ 宇部市開1丁目7-18 0836-37-1185   ○  ○  

あゆみ 宇部市東芝中町３丁目２６号 0836-37-1185  ○ ○    
障害者福祉サービス事業所あゆみ厚南 宇部市大字東須恵字大浴320-1 0836-39-6766  ○ ○    
夢つむぎ宇部 宇部市西宇部南2丁目2-13-1 0836-39-9160  ○ ○    
いこい 宇部市寿町2丁目12-24 0836-35-8680   ○    
セルプ南風 宇部市あすとぴあ２丁目2-15 0836-43-6211   ○  ○  
セルプときわ 宇部市大字西岐波字大浴4613-1 0836-54-0130   ○  ○  

セルプ藤山 宇部市西平原４丁目2342-１ 0836-38-6666   ○    
緑豊舎 宇部市大字車地636-2 0836-62-5355   ○    
工房ときわ（第1事業所） 宇部市琴芝町２丁目4-20 0836-38-6677   ○    
工房ときわ（第2事業所） 宇部市寿町２丁目6-28 0836-32-8923 ○      
障害福祉サービス事業所 ハイツふなき 宇部市大字船木833-21 0836-67-0188   ○ ○   
障がい者（児）デイサービスセンター ひろ君の家 宇部市大字善和573-1 0836-62-5717   ○  ○  
神原苑神原障害者支援センター 宇部市神原町2丁目4-40 0836-35-5660     ○  
神原苑琴芝障害者デイサービスセンター 宇部市神原町2丁目1-22 0836-34-8668     ○  
こうりょう障害者支援センター 宇部市大字川上714-11 0836-32-132１     ○  
障害者デイサービスセンター 光栄 宇部市大字東岐波5911-1-2 0836-39-7620     ○  
あした 宇部市大字東岐波746-７ 0836-39-7301     ○  

日の山のぞみ苑 宇部市大字東岐波字横尾新開1451-1 0836-59-2411     ○  
国立病院機構 山口宇部医療センター 宇部市大字東岐波685 0836-58-2300     ○  
はーとけあさんちの生活支援 宇部市草江4丁目11-38-5 0836-39-7311     ○  
合同会社 未来予創 宇部市大字中宇部1738-8 0836-21-5554 ○ ○     
株式会社コセイ 宇部営業所 宇部市南浜町１丁目9-14 0836-43-9803  ○     
私の家Work space 宇部市浜田３丁目1-6 0836-38-8111   ○  ○  
障害福祉サービス事業所 せいわ 宇部市大字東岐波4004-2 0836-58-5883   ○    
指定障害福祉サービス事業所 まつば園 山陽小野田市高栄３丁目６-16 0836-83-2059 ○  ○    
障害福祉サービス事業所 のぞみ園 山陽小野田市高栄３丁目６-15 0836-83-1203     ○  

グリーンヒル山陽 山陽小野田市大字厚狭1723-2 0836-73-2953 ○  ○  ○  
神原苑小野田障害デイサービスセンター 山陽小野田市大字東高泊字横土手1915-15 0836-84-7800     ○  
ワークあけぼの おれんじ 山陽小野田市千代町1丁目2-28 0836-83-8803   ○    
ワークあけぼの レインボー 山陽小野田市厚狭貴船町41 0836-72-3071   ○    
福祉作業所 かに工房 山陽小野田市日の出３丁目14-５ 0836-83-5304      ○ 
ジョブサポート くるほ 山陽小野田市日の出３丁目7-15 伊藤仙ビル２F 0836-88-0676 ○      

就労継続支援Ｂ型事業所 いちご 山陽小野田市日の出３丁目7-15 伊藤仙ビル２F 0836-39-8217   ○    
スマイルサポート 山陽小野田市高栄２丁目9-26 0836-43-9563   ○    
第２スマイルサポート 山陽小野田市日の出3丁目8-18 0836-43-6520   ○    
生活介護事業所 いこい 山陽小野田市大字有帆1493 0836-39-7352     ○  

あそかの園 美祢市於福町下3365-１ 0837-56-5038 ○  ○    

MINE あそかの園 美祢市大嶺町東分字僧津1710-1 0837-54-1232     ○  

きっちんセンター ともの園 美祢市於福上4377-3 0837-56-0881  ○     
ライブリーあそかの園 美祢市於福町上4017-１ 0837-56-1813     ○  
ワークショップ ぴのきお 美祢市美東町5870-1 08396-2-1594   ○    
ワークショップ りんどう 美祢市秋芳町秋吉5313-1 0837-62-0080   ○    
美祢市地域活動支援センター ひので 美祢市伊佐町伊佐２０９０-３ 0837-52-0896      ○ 
さつき園 美祢市大嶺町東分281-1 0837-52-1289   ○    
障害者支援センター ゆうゆう 長門市日置中2983-142 0837-37-5051   ○ ○ ○  

～ 福祉サービスの種類の説明 ～ 
就労移行支援：事業所内での就労訓練や実習を通して、企業就労を目指す。 
就労継続支援Ａ：事業所内での雇用という形で、労働の場を提供。最低賃金が保障される。 
就労継続支援Ｂ：企業就労が困難な方に生産活動等の機会を提供。 
自立訓練：生活能力または身体機能の向上に必要な訓練を行う。 
生活介護：食事、排泄などの支援を受けながら創作・生産活動を行う。 
地域活動支援センター：創作的活動や生産活動を通して、地域社会との交流を行う。 

○福祉サービスの種類や内容、また厚狭地域以外の福祉サービス事業所等についての問い合わせは、 
宇部総合支援学校進路指導課までお願いします。 

○この地域支援ガイドは、乳幼児・児童・生徒を総称して「子ども」と表記しております。 
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地域支援ガイド ～ 目的・地域別一覧 ～ 

 療育・教育・診療 家庭生活・地域生活 就労・生活支援 

宇 
 
 

部 
 
 

市 

ちびっこ相談センター「うべつくし園」 ０８３６－４３－７７５０ 
山口県宇部健康福祉センター  ０８３６－３１－３２００ 
宇部市こども・若者応援課子育て世代包括支援センター係 

０８３６－３１－１７３２ 
山口県宇部児童相談所   ０8３６－３９－７５１４ 

宇部市障害福祉課  ０８３６－３４－８５２２ 
宇部市教育委員会教育支援課特別支援教育推進係 

０８３６－３４－８６２５ 
宇部総合支援学校特別支援教育センター 

０８３６－４１－４０３６ 

岬小学校サブセンター   ０８３６－３１－１２６０ 
（通級指導教室 0836-31-1824） 

神原中学校サブセンター   ０８３６－３１－１７８４ 
  （特別支援学級・通級指導教室  0836-21-4232） 

山口大学医学部附属病院 ０８３６－２２－２１１１ 
国立病院機構山口宇部医療センター  ０８３６－５８－２３００ 
山口県立こころの医療センター   ０８３６－５８－２３２７ 
宇部フロンティア大学附属 文京クリニック 

０８３６－３９－６０３１ 
宇部西リハビリテーション病院   ０８３６－４５－２１１１ 
宇部リハビリテーション病院  ０８３６－５１－３１１１ 
鈴木小児科医院      ０８３６－５１－１１００ 
西川医院          ０８３６－５４－２５２５ 

土屋医院          ０８３６－３３－８１１６ 

とみた小児科医院    ０８３６－４４－４１５０ 
むらかみこどもクリニック  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 

０８３６－３８－０５９５ 
このみ園          ０８３６－４１－８１４５ 

生活支援センターふなき  ０８３６－６７－２４６４ 
神原苑障害相談支援センタ－ ０８３６－３５－８０３３ 
宇部市障害者生活支援センターぴあ南風 

０８３６－３１－５１５１ 
総合相談支援センターぷりずむ   ０８３６－４３－７７５４ 
自立生活センター宇部    ０８３６－２９－６１９２ 
相談支援事業所サポートセンターぴっころ 

０８３６－６２－５７０７ 
高嶺園               ０８３６－３２－１３２１ 
はーとけあさんちの相談支援  ０８３６－３９－３５３０ 
相談支援センターあゆみ  ０８３６－３７－１１８５ 
相談支援事業所かのん  ０８３６－３8－７３１０ 
うべくるみ園相談支援事業所  ０８３６－３１－１６７４ 
相談支援事業わかば   ０８３６－３５－３３６５ 
サポートスペース創  ０８３６－３８－８０２０ 
相談支援事業所こころ ０８３６―４３―７２７８ 
 
 
宇部市 発達障害等相談センター そらいろ 

０８３６－４３－６７７７ 
 
 
 
 
 
 
 
福祉サービス事業所 
（５１施設…3,4ページ参照） 

光栄会障害者就業・生活支援センター 
０８３６－３９－５３５７ 

宇部総合支援学校進路指導課 
０８３６－４１－４０３６ 

宇部公共職業安定所専門援助部門 
０８３６－３１－０１６４ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福祉サービス事業所 
（３９施設…5,６ページ参照） 

山 
陽 
小 
野 
田 
市 

発達ケアセンター「なるみ園」 ０８３６－８３－７８２１ 
山陽小野田市子育て総合支援センタースマイルキッズ 

０8３６－82－2525 
山口県宇部児童相談所   ０8３６－３９－７５１４ 

山陽小野田市障害福祉課   ０８３６－８２－１１７０ 

山陽小野田市教育委員会学校教育課 
０８３６－８２－１２０２ 

小野田小学校サブセンター   ０８３６－８３－２０６６ 
（ことばの教室 0836-83-3210） 

すながわこどもクリニック   ０８３６－４３－９２００ 
村重医院     ０８３６－３９－９８００ 

指定特定相談支援事業所のぞみ 
０８３６－８３－０００１ 

相談室いこい   ０８３６－３９－７３５２ 
 
 
 
 
 
福祉サービス事業所 
（１４施設…４ページ参照） 

 
 
 
 
 
 
 
 
福祉サービス事業所 
（１２施設…６ページ参照） 

美 
 

祢 
 

市 

コアラハウス          ０８３７－５２－１２８９ 

美祢市保健センター     ０８３７－５３－０３０４ 
山口県中央児童相談所  ０８３－９２２－７５１１ 

美祢市地域福祉課       ０８３７－５２－５２２７ 

美祢市教育委員会学校教育課  ０８３７－５２－１１１８ 
大嶺小学校サブセンター    ０８３７－５２－０２４７ 

（ことばの教室 0837-52-0547） 

総合相談支援センターみね 
０８３７－５４－００３９ 

美祢相談支援センターあきよし 
０８３７－６３－０４９９ 

 
福祉サービス事業所 
（８施設…４ページ参照） 

 
 
 
 
 
福祉サービス事業所 
（８施設…６ページ参照） 

そ 
 
 

の 
 
 

他 

ふれあい教育センター    ０８３－９８７－１２４0 
下関南総合支援学校内 

視覚障害教育センター   ０８３－２３２－１４５４ 
聴覚障害教育センター   ０８３－２３２－１４５５ 

山口県発達障害者支援センターまっぷ  ０８３－９２９－５０１２ 
山口県精神保健福祉センター  ０８３５－２７－３３８８ 
メンタルクリニック藤山医院  ０８３－９２３－３０４０ 
かねはら小児科         ０８３－２５２－２１１２ 
山口県口腔保健センター   ０８３－９２８－８０２０ 
東亜大学大学院附属臨床心理相談研究センター 

０８３－２６３－１２６１ 
山口県立大学心とからだの相談室 ０８３－９３４－８０１1 

 山口県立西部高等産業技術学校 
０８３－２４８－３５０５ 

山口障害者職業センター 
０８３５－２１－０５２０ 

山口県健康福祉部障害者支援課 
０８３－９３３－２７６５ 

 
  

 

 

＜当ガイドに関するお問い合わせ＞ 
 山口県立宇部総合支援学校 特別支援教育センター 
   〒７５９－０２１３ 
     山口県宇部市黒石北５丁目 3-20 
       TEL ０８３６－４１－４０３６ 
       FAX ０８３６－４１－８３６９ 
       E-Mail ube-s@ysn21.jp 
＊この情報は平成 30 年５月１５日現在のものです。 

 


