
名称

（備考）
連絡先 TEL:046-822-8249 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-820-2323 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-822-8513 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-824-7141 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:中央）046-824-7632　北）046-861-4118　南）046-836-1511　西）046-856-0719

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-823-2630 （代表）　※現在の主治医とご相談の上ご利用ください。

URL https://www.jadecomhp-uwamachi.jp/

横須賀市立うわまち病院（医療相談室）

内容 在宅療養相談

URL http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3145/index.html

民生局健康部地域健康課各健康福祉センター（中央・北・南・西）

内容 保健

URL http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3145/index.html

民生部健康部地域健康課総務・母子保健担当

内容 保健

（就学相談）

URL http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/8320/index.html

教育委員会事務局学校教育部 支援教育課（支援教育担当）

内容 教育

（児童福祉）

URL http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3920/index.html 

こども家庭支援センター 児童相談課（相談係）

内容 各種相談

URL https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2625/index.html

横須賀市

民生局福祉こども部障害福祉課計画係

内容 障害福祉

tel:046-822-8249
tel:0468202323
tel:0468228513
tel:0468247141
tel:中央）046-824-7632　北）046-861-4118　南）046-836-1511　西）046-856-0719
tel:046-823-2630
http://www.aoitori-y.jp/yokosuka-ryoiku/
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3145/index.html
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3145/index.html
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/8320/index.html
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3920/index.html
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2625/index.html


名称

（備考）
連絡先 TEL:046-822-6741（直通）　※　現在の主治医とご相談の上ご利用下さい。

（療育、障害児通園）

URL http://www.aoitori-y.jp/yokosuka-ryoiku/

社会福祉法人青い鳥（横須賀市療育相談センター地域生活支援課）

内容 療育相談
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名称

（備考）
連絡先 TEL:0467-23-5130（直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0467-61-3974（直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0467-61-3944 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0467-23-0630（直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0467-61-3894（直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:0467-61-3812（直通）

URL -

教育文化財部　教育指導課

内容 教育

URL -

こどもみらい部　保育課

内容 保育

（手当等）

URL -

こどもみらい部　こども相談課

内容 給付金 各種相談

（母子保健）

URL https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kisya/data/2020/20200401.html

健康福祉部　市民健康課「ネウボラすくすく」

内容 保健

URL http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kenkou/fukushi/shougaisha/index.html

健康福祉部 障害福祉課

内容 障害福祉

（発達相談など）

URL https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/hattatsu/tattatsu_top.html

鎌倉市

こどもみらい部 発達支援室

内容 療育相談
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tel:0467-23-5130（直通）
tel:0467-61-3974（直通）
tel:0467-61-3944
tel:0467-23-0630（直通）
tel:0467-61-3894（直通）
tel:0467-61-3812（直通）
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kisya/data/2020/20200401.html
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kenkou/fukushi/shougaisha/index.html
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/hattatsu/tattatsu_top.html


名称

（備考）
連絡先 TEL:046-872-2523 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-872-8114 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-872-8117 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-872-8152 （直通）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-872-2898・9498 （直通）

URL http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/kenkyu/

逗子市療育教育総合センター（教育研究相談センター）

内容 教育相談

URL http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/gakkou/

教育部学校教育課

内容 教育

URL http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/kosodate/top.html

教育部子育て支援課 子育て支援係

内容 母子保健

URL http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/syougai/

福祉部障がい福祉課障がい福祉係

内容 障害福祉

URL http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/hinata/

逗子市

逗子市療育教育総合センター（こども発達支援センター）

内容 療育相談

4

tel:0468722523
tel:0468728114
tel:0468728117
tel:0468728152
tel:046-872-2898・9498
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/kenkyu/
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/gakkou/
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/kosodate/top.html
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/syougai/
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/hinata/


名称

（備考）
連絡先 TEL:046-882-1111 （代表）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-882-1111 （代表）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-882-1111 （代表）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046-882-1111 （代表）

（医療費給付など）

URL http://www.city.miura.kanagawa.jp/hoken/shouni_index.html

保健福祉部 保険年金課

内容 給付金

URL http://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/gakkoukyouiku.html

教育部 学校教育課

内容 教育

（母子保健について） （子どもに関すること）

URL http://www.city.miura.kanagawa.jp/kosodate/kosodatesienka_soudan.html

保健福祉部 子ども課

内容 保健 各種相談

URL http://www.city.miura.kanagawa.jp/fukushi/syougai_welfare_info.html

三浦市

保健福祉部 福祉課 障害福祉グループ

内容 障害福祉

5

tel:0468821111
tel:0468821111
tel:0468821111
tel:0468821111
http://www.city.miura.kanagawa.jp/hoken/shouni_index.html
http://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/gakkoukyouiku.html
http://www.city.miura.kanagawa.jp/kosodate/kosodatesienka_soudan.html
http://www.city.miura.kanagawa.jp/fukushi/syougai_welfare_info.html


名称

（備考）
連絡先 TEL:046-876-1111 （代表）

名称

（備考）
連絡先 TEL:046－876-1111（内線7310）

（学齢期の医療的ケア児の就学について）

URL

葉山町教育委員会教育研究所

内容 教育

URL

葉山町

葉山町 子ども育成課（子育て相談係）

内容 各種相談

6

tel:0468761111
tel:046－876-1111（内線7310）

