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           子育てに関する主な相談機関                   
 
■ 県の相談機関 

相談内容：養育上の悩み・非行・しつけ、障害、虐待など  
  

名  称 電 話 番 号 所  在  地 

中央児童相談所   083－920－2189  753-0814 山口市吉敷下東4-17-1 

岩国児童相談所  0827－29－1513  740-0016  岩国市三笠町１－１－１ 

周南児童相談所  0834－21－0554  745-0836  周南市慶万町２－13 

宇部児童相談所  0836－39－7514  755-0033  宇部市琴芝町１－１－50 

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

萩児童相談所  0838－22－1150  758-0041  萩市江向河添沖田531－１
 

児童相談所全国共通ダイヤル       １８９          
 

相談内容：健康、家庭、悩み、生活習慣、学校生活、非行、身体・知的障害など 
 

名  称 電 話 番 号 所  在  地 

岩国健康福祉センター  0827－29－1512  740-0016  岩国市三笠町１－１－１ 

柳井健康福祉センター    0820－22－3631  742-0032  柳井市古開作中東条658－１               

周南健康福祉センター  0834－33－6421  745-0004  周南市毛利町２－38 

山口健康福祉センター  083－934－2525  753-8588  山口市吉敷下東３－１－１             

山口健康福祉センター  
防府支所 

 0835－22－3740  747-0801  防府市駅南町13－40 

宇部健康福祉センター  0836－31－3200  755-0031  宇部市常盤町２－３－28 

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

萩健康福祉センター  0838－25－2663  758-0041  萩市江向河添沖田531－１
 

相談内容：母子家庭等に関することなど 
 

名  称 電 話 番 号 所  在  地 

山口県母子・父子福祉センター 
(母子家庭等就業・自立支援センター)

 083－923－2490  753-0054 山口市富田原町４－58 

 
相談内容：精神保健に関することなど 
 

名  称 電 話 番 号 所  在  地 

山口県精神保健福祉センター   083－902－2672
 753-0814 山口市吉敷下東4丁目17-1 
          福祉総合相談支援ｾﾝﾀｰ内 
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相談内容：夫婦や家族の問題、セクハラやパートナーからの暴力、性暴力被害など 
 

名  称 電 話 番 号 所  在  地 

山口県男女共同参画相談センター 

 083－901－1122
DVﾎｯﾄﾗｲﾝ 0120-238122
やまぐち性暴力相談ダイヤル あさがお
083－902－0889

 753-0056 山口市湯田温泉５－１－１
          山口県婦人教育文化会館内

 

相談内容：発達障害に関すること  
 

名  称 電 話 番 号 所  在  地 

山口県発達障害者支援センター 
まっぷ 083－902－2680  753-0814 山口市吉敷下東4-17-1 

 

■ 市町の相談窓口 

相談内容：子育て支援に関することなど 
 

名  称 電 話 番 号 所  在  地 

下関市子育て政策課  083－231－1353  750-8521  下関市南部町１－１ 

宇部市子育て支援課（手当・医
療費助成） 
宇部市こども・若者応援課（地
域子育て支援） 

0836－34－8330
 

0836－34－8447
 

755-8601  宇部市常盤町１－７－１ 
 
755－0033 宇部市琴芝町2－4－25 
(宇部市多世代ふれあいセンター内) 

山口市こども未来課  083－934－2797  753-8650  山口市亀山町２－１ 

萩市子育て支援課  0838－25－3536  758-8555  萩市江向510 

防府市子育て支援課  0835－25－2126  747-8501  防府市寿町７－１ 

下松市子育て支援課  0833－45－1836  744-8585  下松市大手町３－３－３ 

岩国市こども支援課  0827－29－5078  740-8585  岩国市今津町１－14－51 

光市子ども家庭課  0833－74－3009  743-0011  光市光井２－２－１ 

長門市子育て支援課  0837－23－1156  759-4192  長門市東深川1339－２ 

柳井市社会福祉課（児童福祉） 
柳井市健康増進課（地域子育て
支援） 

 0820－22－2111
0820－23－1190
 

 742-8714  柳井市南町１－10－２ 
742-0031  柳井市南町６－12－１ 
 

美祢市地域福祉課  0837－52－5228  759-2292  美祢市大嶺町東分326－１

周南市次世代支援課  0834－22－8457  745-8655 周南市岐山通１‐１ 

山陽小野田市子育て支援課  0836－82－1175  756-8601 山陽小野田市日の出１－１－１ 

周防大島町福祉課  0820－77－5505
 742-2806  大島郡周防大島町西安下庄
      3920－21 

和木町保健福祉課  0827－52－2195  740-8501  玖珂郡和木町和木１－１－１ 

上関町保健福祉課  0820－62－0184  742-1402  熊毛郡上関町長島583－１

田布施町町民福祉課  0820－52－5810
742-1592  熊毛郡田布施町下田布施
      3440－１ 

平生町町民福祉課  0820－56－7113
742-1195  熊毛郡平生町大字平生町
      210－１ 

阿武町健康福祉課  08388－2－3115  759-3622  阿武郡阿武町奈古2636 

 ※ 市町の相談窓口は本庁担当課のみを掲載 
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相談内容：保健予防、健康など 
 

名  称 電 話 番 号 所  在  地 

下関市健康推進課  083－231－1447  750-8521 下関市南部町１－１ 

宇部市こども・若者応援課  0836－31－1732

 755-0033  宇部市琴芝町二丁目 

4番25号

(宇部市多世代ふれあいセンター内) 

山口市保健センター（子育て保

健課） 
 083－921－7085  753-0079  山口市糸米２－６－６ 

萩市健康増進課  0838－26－0500  758-8555  萩市江向510 

防府市保健センター（健康増進

課） 
 0835－24－2161  747-0805  防府市鞠生町１２－１ 

下松市健康増進課  0833－41－1234  744-0025  下松市中央町21－１ 

岩国市保健センター 0827－24－3751  740-0021  岩国市室の木町３－１－11 

光市総合福祉センター内 

光市健康増進課 
 0833－74－3007  743-0011  光市光井２－２－１ 

長門市保健センター  0837－23－1133  759-4101  長門市東深川1326－６ 

柳井市保健センター（健康増進

課） 
 0820－23－1190  742-0031  柳井市南町６－12－１ 

美祢市保健センター   0837－53－0304  759-2212  美祢市大嶺町東分345－１

周南市健康づくり推進課  0834－22－8553  745-0005  周南市児玉町１－１ 

山陽小野田市健康増進課  0836－71－1814 757-8634 山陽小野田市大字鴨庄94 

周防大島町健康増進課  0820－73－5504
 742-2803  大島郡周防大島町土居 

      1325-1 

和木町保健相談センター  0827－52－7290  740-0061  和木町和木２－15－１ 

上関町保健福祉課  0820－62－0184
 742-1402  熊毛郡上関町大字長島 

583－１ 

田布施町保健センター  0820－52－4999
 742-1511  熊毛郡田布施町下田布施 

      2210－１ 

平生町保健センター  0820－56－7141  742-1102  熊毛郡平生町平生村178  

阿武町健康福祉課  08388－2－3113  759-3622  阿武郡阿武町奈古2636 

    
 

相談内容：育児の援助（ファミリー・サポート・センター） 
 

名  称 電 話 番 号 所  在  地 

下関市ファミリー 

サポートセンター 
 083－233－7632

750-0009  下関市上田中町１-16-１ 

           下関市立「ひかり童夢」内

宇部ファミリー・ 

サポート・センター 
 0836－33－3132

755-0033  宇部市琴芝町２-４-20 

       宇部市総合福祉会館１Ｆ 
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名  称 電 話 番 号 所  在  地 

山口市ファミリー・ 

サポート・センター 
 083－928－4150

753-0056  山口市湯田温泉５-１-１ 

           山口県婦人教育文化会館内 

はぎファミリー・ 

サポート・センター 
0838－24－0530

758-0041  萩市大字江向356-３ 

           萩市総合福祉センター内 

防府市ファミリー 

サポートセンター 
 0835－26－5522

747-0035  防府市栄町１-５-１ 

           ルルサス防府２階 

下松市ファミリー 

サポートセンター 
 0833－45－5550

744-0029  下松市楠木町１-11-14 

下松市児童センター 

「わかば」内 

岩国ファミリー 

サポートセンター 
 0827－35－5271

740-0013  岩国市桂町２-６-１ 

           こども館内 

ひかりファミリー・ 

サポート・センター 
 0833－74－3016

743-0011  光市光井２-２-１ 

      光市総合福祉センター・ 

あいぱーく光内 

長門市ファミリー 

サポートセンター 
 0837－23－1610

759-4101  長門市東深川1321-１ 

      長門市地域福祉センター内 

やないファミリー・ 

サポート・センター 
 0820－23－0668

742-0031  柳井市南町３-９-２      

柳井市総合福祉センター内 

ファミリーサポート 

センターみね 
 0837－52－5222

759-2212  美祢市大嶺町東分320-１ 

           美祢市社会福祉協議会内 

周南市ファミリー 

サポートセンター 
 0834－32－8191

745-0025  周南市築港町13-15 

       周南市子育て交流センタ

ー内 

山陽小野田市 

ファミリーサポートセンター 
 0836－82－1212

756-0080  山陽小野田市揥山１-４-
３ 山陽小野田市子育て総

合支援センター内 

 
 

相談内容：妊娠期から子育て期にわたる総合的相談や支援（子育て世代包括支援センター） 
 

名  称 電 話 番 号 所  在  地 

下関市妊娠・子育てサポートセ

ンター（健康推進課母子保健係） 
 083－242－5485 750-8521  下関市南部町１－１ 

下関市妊娠・子育てサポートセ

ンター（唐戸保健センター） 
083－231－1233 750-8521 下関市南部町１-１ 

下関市妊娠・子育てサポートセ

ンター（新下関保健センター） 
083－263－6222 751-0872 下関市秋根南町２-４－33 

下関市妊娠・子育てサポートセ

ンター（山陽保健センター） 
083－246－3885 752-0933 下関市長府松小田本町４－15

下関市妊娠・子育てサポートセ

ンター（彦島保健センター） 
083－266－0111 750-0075 下関市彦島江の浦町１－３－９ 
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名  称 電 話 番 号 所  在  地 

下関市妊娠・子育てサポートセ

ンター（菊川保健センター） 
083－287－2171 750-0313 下関市菊川町下岡枝1480－１

下関市妊娠・子育てサポートセ

ンター（豊田保健センター） 
083－766－2041 750-0421 下関市豊田町大字殿敷1918－１ 

下関市妊娠・子育てサポートセ

ンター（豊浦保健センター） 
083－772－4022 759-6301 下関市豊浦町大字川棚6166－２ 

下関市妊娠・子育てサポートセ

ンター（豊北保健センター） 
083－782－1962 759-5511 下関市豊北町大字滝部3140－１ 

宇部市子育て世代包括支援セ

ンター Ube ハピ 
0836－31－1732 

755-0033  宇部市琴芝町２－４－25  

宇部市多世代ふれあいセンター１階 

やまぐち母子健康サポート 

センター 
0836－71－1815 753-0079  山口市糸米２－６－６ 

萩市子育て世代包括支援セン

ター ＨＡＧＵ 
0838－25－2022 758-0074 萩市大字平安古町209－１ 

子育て応援室まんまるほうふ 0835－24－8811 747-0805 防府市鞠生町12－１ 

子育て世代包括支援センター 

ハピスタくだまつ 
0833－41－5007 744-0025 下松市中央町21－１ 

岩国市子育て世代包括支援 

センター ほっと I（あい） 
0827－29－0404 740-0021  岩国市室の木町３－１－11

光 市 子 ど も 相 談 セ ン タ ー 

きゅっと 
0833－74－5910 743-0011  光市光井２－２－１   

長門市産前産後サポート 

ステーション 
0837－27－0077 759-4101  長門市東深川1326－６ 

柳井市子育て世代包括支援セ

ンター やなでこ相談室 
0820－23－1190 742-0031 柳井市南町６－１２－１ 

周南市子育て世代包括支援 

センター はぴはぐ 
0834－22－0850 754-0005  周南市児玉町１－１ 

山陽小野田市子育て世代包括

支援センター・ココシエ 
0836－82－2526 

757-8634  山陽小野田市揥山１－４－３ 

子育て総合支援ｾﾝﾀｰ ｽﾏｲﾙｷｯｽﾞ内 

子育て世代包括支援センター 

Ohana 
0820－73－5511 

742-2803 周防大島町大字土居1325－１

（日良居庁舎 健康増進課内） 

和木町子育て世代包括支援セ

ンター 
0827－52－7290 740-0061 和木町和木２－１５－１ 

上関町子育て世代包括支援セ

ンター 
0820－62－0184 742-1402 上関町大字長島583－１ 

平生町子育て世代包括支援セ

ンター カンガルーム 
0820－25－1884 742-1102 平生町大字平生村１７８ 

阿武町子育て世代包括支援セ

ンター おひさま 
08388－2－3113 759-3622 阿武町大字奈古２６３６ 
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             子育ての悩みや不安 電話相談サービス                
 

名   称 
 

〔設置場所又は関係機関〕 
相談内容・受付時間 電話番号 

結婚・子育て応援デスク 
[こども政策課] 

婚活イベント、妊娠・出産、保育サービスなど 

□月～金 ９:00～16:00 

（祝日・年末年始を除く。） 
083-933-4080 

 
なかべこども家庭支援センター                
 
紙風船〔乳児院なかべ学院〕 

 
育児・養育不安、児童虐待など 
 
□24時間 年中無休 

 
083-250-8721 

 
こども家庭支援センター清光               
 
〔児童養護施設清光園〕 

 
育児・養育不安、児童虐待など 
 
□24時間 年中無休 

        
 0836-65-1188 

 
子ども家庭支援センター海北                
 
〔児童養護施設防府海北園〕 

 
育児・養育不安、児童虐待など 
 
□24時間 年中無休 

        
 0835-26-1152 

 
はるかこどもの相談センター 
 
〔児童養護施設ライクホームはるか〕 

 
育児・養育不安、児童虐待など 
 
□24時間 年中無休 

        
 0827-28-5529 

 
こども家庭支援センターぽけっと                
 
〔児童養護施設共楽養育園〕 

 
育児・養育不安、児童虐待など 
 
□24時間 年中無休 

        
 0834-25-0605 

 
 
小児救急医療電話相談 
〔医療政策課〕 

 
 
小児の夜間の急な病気・ケガに関する相談 
□毎日(365日) 19:00～翌８：00 
 

 
#8000 

(プッシュ回線、携帯電話)        
083-921-2755 

(すべての電話)
 
 
医療安全支援センター 
 
〔医務保険課〕 

 
医療に関する相談 
 
□月～金 ９:00～12:00  13:00～16:00 
 
（祝日・年末年始を除く。） 

083-933-2936 

 
 
心の健康電話相談 
 
〔県精神保健福祉センター〕 

 
心の問題全般 
 
□月～金 ９:00～11:30、13:00～16:30 
 
（祝日・年末年始を除く。） 

083-901-1556 

 
女性のなやみ相談室 
 
（女性健康支援センター） 
 
（不妊専門相談センター） 
 
〔県立総合医療センター〕 

 
 
妊娠、不妊、思春期、育児不安など女性の健康
に関する相談 
 
□毎日 ９:30～16:00 
（祝日・年末年始を除く。）   

0835-22-8803 
 

（思春期専用）
 

〔思春期ほっとダイヤル〕
 

0835-24-1140 
 
ふれあい総合テレホン 
 
〔子どもと親のサポートセンター〕

 
・就学や進路に関すること 
・学校での学習や生活に関すること 
・いじめや不登校に関すること 
・家庭教育に関すること 
・乳幼児の育児に関すること      
・特別支援教育に関すること など 
 
□月、水、金 ８:30～17:15 
 火、木    ８:30～21:00 
  （祝日・年末年始等を除く。） 
□対象：子ども・保護者・教職員など 
 

083-987-1240 

 
ふれあいメール 
 
〔子どもと親のサポートセンター〕

 

 
soudan@center.       
 
ysn21.jp 

 
ふれあいファックス 
 
〔子どもと親のサポートセンター〕

 
 

083-987-1258 
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名   称 

 
〔設置場所又は関係機関〕 

相談内容・受付時間 電話番号 

24時間子どもＳＯＳダイヤル 
 
〔子どもと親のサポートセンター〕

 

 
いじめ、暴力、問題行動、交友関係などによっ
て、心身が脅かされるおそれのある子どもとそ
の保護者からの相談 
 
□毎日（24時間対応） 

0120-0-78310 
（フリーダイヤル） 

ヤングテレホン・やまぐち 
 
〔県警察本部少年課〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
子どもの非行・いじめ・虐待・犯罪等による被
害など 
 

□平日 ８:30～17:15 
  （時間外は、警察本部当直対応） 

 
083-925-5150 

 
フリーダイヤル

 
0120-49-5150 

 
 
 
 
 
 
 
 
少年サポートセンター 
〔県警察本部少年課〕 

 
東部センター 
（岩国警察署内）       
0827-23-5150 
フリーダイヤル 
0120-48-5150 

中部センター 
（少年課内） 
083-925-5150 
フリーダイヤル 
0120-49-5150 

西部センター 
（下関警察署内）       
083-222-5150 
フリーダイヤル 
0120-62-5150 

※ 携帯電話、ＰＨＳからフリー
ダイヤルは利用できません。 

 
 
子どもの人権110番 
 
〔山口地方法務局人権擁護課〕 

 
体罰・いじめ・虐待など子どもの人権や悩みなど 
 
□平日 ８:30～17:15 
 
（時間外は、留守番電話対応） 

 
 0120-007-110 
（フリーダイヤル） 
 
083-922-2295 

 
 
労働ほっとライン 
 
〔県労働政策課〕 

 
労働相談 
 
□月～金 ９:00～18:00 
 
  （祝日・年末年始を除く。） 

083-933-3232 

山口県母子・父子福祉センター 
 
(母子家庭等就業・自立支援センター) 

 
生活相談・就業相談 
 
□平日 ８:30～16:30 
 第３日曜日 ９:00～16:00 
 
  （巡回相談、出張相談も実施） 

083-923-2490 

 
 
 
 
山口県男女共同参画相談センター                

 
ＤＶ、セクハラ、家族の問題など男女共同参画全般の相談 
 
□平  日 ８:30～22:00 
 
 土・日 ９:00～18:00 
 
  （祝日・年末年始を除く。）  
 
性暴力被害に関する相談 
□24時間 年中無休 

 
083-901-1122 

 
DVﾎｯﾄﾗｲﾝ 

 
0120-238122 

 
 

やまぐち性暴力相談ダイヤル あさがお
083-902-0889 
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