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この「療育すこやかガイドブック」は、発達の遅れの心配や障害のある

お子さんを育てる保護者の方が、相談窓口や福祉サービスを利用する際

の参考にしていただけるよう、作成しました。それぞれの窓口の相談内

容や流れ、利用できるサービスなどを紹介しています。 

18 歳以降については「障害者福祉の手引き」をご覧ください。 

 

療育支援とは・・・ 
障害や発達の遅れのあるお子さんが自分の住む地域で 

生活する時に生じる様々な楽しみや困難を含め、 

自分らしい生活を送ることを支援する取り組みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

児　童　憲　章   

 われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の
幸福をはかるために、この憲章を定める。 

児童は、人として尊ばれる。 

児童は、社会の一員として重んぜられる。 

児童は、よい環境の中で育てられる。 
 

１．すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。 
２．すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもつて育てられ、家庭に恵まれない

児童には、これにかわる環境が与えられる。 
３．すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。 
４．すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果た

すように、みちびかれる。 
５．すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情

がつちかわれる。 
６．すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整つた教育の施設を用意される。
７．すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。 
８．すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失わ

れず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。 
９．すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。 

１０．すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかし
た児童は、適切に保護指導される。 

１１．すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療
と教育と保護が与えられる。 

１２．すべての児童は、愛とまことによつて結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献す
るように、みちびかれる。 
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 出生            １歳          ２歳 

健康管理支援課 

（ウェルシティ３階） 

 

 

 

地域健康課 

（ウェルシティ 3 階） 

健康福祉センター 

（中央・北・南・西） 

 

 

こども家庭支援課 

（はぐくみかん５階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横須賀市 

療育相談センター 

 

診療・療育相談部門 

（はぐくみかん４階） 

 

 

通園部門 

（はぐくみかん１階） 

 

横須賀市児童相談所 

（はぐくみかん３階） 

【発達の遅れや障害のある児童の療育支援を行う専門機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライフステージに応じた支援の流れ 

子育て支援ヘルパー派遣
※産後（退院後）３か月まで

横須賀市子育てホットライン（電話相談） 822-8511 

かながわ子ども家庭１１０番相談ＬＩＮＥ  （「ＬＩＮＥ」での相談

 

18 歳未満の子どもに関するいろいろな相談（養護・虐待・障害・非行・ 

重症心身障害児者の相談・指導 

  里親制度に関すること 

外来療育相談（要予約） 

早期療育教室 

産後ケア 
（５か月未満） 

乳児 

健康診査

10 か月児

健康診査 

1 歳６か月児 

健康診査 

相談（面談・電話・訪問） 

新生児 

聴覚検査

こんにちは赤ちゃん訪問 
（５か月未満）
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３歳    ４歳   ５歳       就学以降 

 

運営：社会福祉法人青い鳥】 

２歳６か月児 

歯科健康診査 

３歳児 

健康診査 

こども青少年相談 

ＩＤ：「＠kana_kodomo110」） 

療育教室 

医療型児童発達支援センター（ひまわり園）

福祉型児童発達支援センター（ひまわり園）

親子教室 

育成相談等） 

  療育手帳の判定 

※「２歳６か月児歯科健康診査」に関するお問い合わせは、 

 健康増進課（824-7640）へ。 

※「３歳児健康診査」の対象は３歳５か月～６か月のお子さんです。
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出生            １歳          ２歳 

子育て支援課 

（はぐくみかん５階） 

横須賀市 

教育委員会事務局

支援教育課

（市役所１号館６階） 

こども給付課 

（はぐくみかん１階） 

 

障害福祉課 

（市役所分館１階）

 

 

市立ろう学校乳幼児相談（ひよこ教室） 

保育園 

こども園（保育利用） 

  医療費の助成 

  特別児童扶養手当 

障害福祉サービスに関する相談 

  ファミリー・サポート・センターの利用 

障害児支援に関する相談（電話・来所） 
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放課後児童クラブ

３歳    ４歳   ５歳       就学以降 

 

※「就学時健康診断」に関するお問い合わせは、 

教育委員会保健体育課（822-8486）へ。 

ことばやきこえの教室

10 月～12 月 

就学時健康診断

（学区の小学校）

就学相談・学校見学 

教育相談 

こども園（教育利用）・幼稚園（施設型給付、私学助成）

支援教育 

（児童指導担当・生徒指導担

当・支援教育コーディネータ

ー・ふれあい相談員・登校支

援相談員・スクールカウンセ

ラー・スクールソーシャルワ

ーカー・介助員） 

  （対象児：生後３か月～小学校６年生） 

※「放課後児童クラブ」に関するお問い合わせは、

 放課後児童対策担当課（822-8061）へ。 
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※

※ 

 

 

 

 

 

生後４か月までの赤ちゃんのいる全ご家庭へ、保健師・助産師が訪問し

て、体重測定、育児相談を実施しています。里帰り出産をされた方は、横

須賀に戻ってから訪問させていただきます。 

詳細は各健康福祉センター（Ｐ．10・Ｐ．19）へお問い合わせください。 

 

 

新生児聴覚検査とは、お子さんのきこえについて詳しい検査が必要か確

認するための検査です。横須賀市では、生後初めて受ける新生児聴覚検

査に要した費用の一部を助成しています。助成に必要な補助券は、母子

健康手帳別冊に同封しています。 

お子さんの健やかな成長と安心した育児を応援するために、乳幼児健康

診査を実施しています。対象児には、案内を郵送します。健診は、お子さ

んの健康を確認する大切な機会ですので、忘れずに受診しましょう。 

横須賀市と契約をしていない医療機関で検査を受け、補助券を使用できなかった場合の 
検査費用の一部助成も行っております。 

検査 

健康診査名 
対象児・実施時期 実施場所 お問い合わせ 

新生児   

聴覚検査 

生後 3 か月未満   

（未受検）の方 
契約医療機関

 

 

 

健康管理支援課822-4307 

各健康福祉センター（Ｐ．10） 

乳児健康診査 
生後３～４か月児 

４か月になる月に実施 
集団健診 

10 か月児 

健康診査 

生後 10 か月～ 

１歳未満児 
契約医療機関

１歳６か月児 

健康診査 

１歳６か月児 

１歳７か月になる月に実施
集団健診 

２歳６か月児 

歯科健康診査 
２歳６か月児 契約医療機関

健康増進課 

824-7640 

３歳児 

健康診査 

３歳６か月児 

３歳６か月になる月に実施
集団健診 

健康管理支援課822-4307 

各健康福祉センター（Ｐ．10） 

   健康について １ 

新生児聴覚検査・乳幼児健康診査 

こんにちは赤ちゃん訪問（乳児家庭全戸訪問事業） 

※

※
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 ◆障害児無料歯科検診（要予約）◆ 

 発達の遅れや障害のあるお子さん（未就学児）を対象に、無料の歯科

検診を行います。 

 ※歯垢の除去、フッ素の塗布などの治療行為は別途保険診療の対象と

なります。検診では実施いたしません。 

●電話受付 月～金曜日（9:00～17:00） 

     ●検  診 毎月第３木曜日（14:00～16:00） 

           ※７月のみ第４木曜日 

           ※４・５・８月は実施なし 

 

○●○お問い合わせ○●○ 

横須賀市歯科医師会 横須賀口腔衛生センター 

 ウェルシティ市民プラザ２階 823-0062 

 

 ◆障害児歯科診療（要予約）◆ 

 発達の遅れや障害のあるお子さんの歯科治療及び予防処置、口腔・保

健衛生指導を保険診療（有料）で行います。 

●電話受付 火・木曜日（13:00～17:00） 

     ●診  療 火・木曜日（13:00～17:00） 

 

○●○お問い合わせ○●○ 

横須賀市歯科医師会 横須賀口腔衛生センター 

三浦半島地域障害者歯科診療所 

 ウェルシティ市民プラザ２階 823-0055 

障害児歯科に関すること 
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   医療機関への受診 

Ｑ＆Ａ・コラム・・・・・・・・・・ 

Ｑ 子どもが慣れない所で暴れることがあるため、周囲の目も気に

なり、病院の受診にはためらいがあります。風邪をひいた時など

は、いつも市販薬を使っています。今後のことを考えると障害児

を診てくれる医療機関の情報が欲しいです。 

 

Ａ 基本的には、どこの医療機関でも受診できます。受診する前に、

電話などで予約するとスムーズに受診できるでしょう。また、お子

さんが安心できるように、お気に入りのアイテム（おもちゃなど）

を持って行くのも有効です。口腔内に関しては、一般の歯科医院の

他に、発達の遅れの心配や障害のあるお子さんが受診できる歯科

診療所（P．８）もあります。 

～ 医療機関を上手に活用する方法 ～ 

①メモで病歴等を伝える 

 お子さんの健康状態や病歴等の情報をメモで医師に渡すと、医師

もお子さんへの理解が深まり、適切な診断・治療に役立ちます。 

②利用したい制度があれば資料を持参する 

 福祉サービス利用申請のための診断書を希望する場合などは、利

用したい制度や、サービスについての紹介冊子や、その名称を書き

写したメモを持参するのが早くて確実です。 

③かかりつけ医をもつ 

 信頼できるかかりつけ医をもちましょう。治療以外にも健康管理

や育児不安について相談できる医療機関も増えています。 

④迷ったらセカンド・オピニオンを活用する 

 セカンド・オピニオンとは、主治医以外の専門医からの意見を聞

き、患者が治療法などを決めることです。 

治療方法は納得して決定したいものです。主治医が適切な専門医

を紹介してくれる場合もあります。
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地域健康課と健康福祉センターでは母子健康手帳の交付、こんにちは赤

ちゃん訪問、お子さんの予防接種券等の交付、乳幼児健康診査を実施し

ています。また、妊娠中の心配、子育ての不安や疑問など、成長や発達に

関する相談や、特定不妊治療費助成制度（※）、不育症治療費助成制度（※）、

母子保健に関する各種サービスの情報提供を行っています。健康福祉セ

ンターは市内に４か所あり、お住まいの地域で管轄が異なります。連絡

先は P．19 を参照してください。 

※の申請は地域健康課にお問い合わせください。 

相談窓口について 
２ 

妊娠中の心配、子育ての不安や疑問など 

地域健康課・中央健康福祉センター 

（ウェルシティ市民プラザ３階） 

京急逸見駅 

○〒  

横浜→

国道 16 号

←汐入 横浜→

←横須賀中央 

JR 横須賀駅 

○文

○文  

市立横須賀
総合高校

久里浜小

南健康福祉センター（久里浜行政センター２階） 

○文
明浜小

北健康福祉センター（田浦行政センター２階） 

国道16号 

←汐入 

追浜→

東芝ライテック 

浦郷 

↓ 

船越小学校

西健康福祉センター（西行政センター１階） 

横須賀市立
市民病院 海洋科学

高校 

国道 134 号 林→ ←秋谷 

○文○文
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子育て支援ヘルパーの利用、産後ケアの利用に関して、相談をお受けし

ています。 

○●○お問い合わせ○●○ 

こども家庭支援課822-8933 

はぐくみかん５階 

保護者の方を対象に、子育てに関する心の悩みについて、相談を実施し

ています。 

子どもや青少年に関する様々な不安や悩みなどの相談をお受けします

（発達の遅れ・家族関係・問題行動など）。予約なしでの相談には対応で

きないことが多いので、まずは電話でご相談ください。 

対象：概ね４歳から 20 歳までの子ども・青少年とその家族 

方法：来所・電話など 

受付：月～金曜日 9 時半～17 時（12 時～13 時を除く） 

○●○お問い合わせ○●○ 

こども家庭支援課（こども青少年相談係）823-3152 

はぐくみかん５階 

発達の遅れの心配や障害のあるお子さんの相談をお受けしています。 

相談の内容や状況に応じて、適切な相談機関をご案内します。 

○●○お問い合わせ○●○ 

障害福祉課822-8249 

市役所分館１階 

子どもの障害や発達の心配 

妊娠中から産後の支援 

子育て中の心の悩み（親子支援相談） 専用電話822-4816 

家族関係や子どもの行動上の心配など 
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はぐくみかん５階 

学校生活に関する相談や相談教室に関する相談をお受けします。 

対象：横須賀市在住の小・中学生とその保護者 

 ・来所相談（月～金曜日） 822-8564 

 ・こどもの悩み相談ホットライン（月・水・金）   822-6522 

 ・外国語（英語、スペイン語）による相談（火・木）822-8513 

 

 

24 時間、365 日、相談員が子育ての悩みをお聞きします。 

子育てホットラインは、病気等医学的な判断・相談はできませんので、

ご了承ください。 

 
 

コミュニケーションアプリ「LINE」で、子育ての不安、親子関係や家族

の悩みなど、子どもにかかわる様々な悩みをSNS上で相談できます。

 

 

対象：神奈川県内在住の子ども、保護者 

受付時間：月～土曜日（年末年始を除く）９時～21 時 

※二次元コードを読み取るか、LINE アプリのホーム画面の検索で 

ID「kana_kodomo110」で検索し友だち追加してください。

横須賀市子育てホットライン     専用電話822-8511 

かながわ子ども家庭 110 番相談LINE  

教育委員会の教育相談      支援教育課（822-8564） 

←QR コード（二次元コード） 



13

発達の遅れや障害のあるお子さんを対象としたセンターです。 

主に乳幼児期から就学前までのお子さんに対しては、療育相談・診療・

各種教室の実施や通園支援などを行い、就学後から概ね 18 歳までの

お子さんに対しては、相談・診療を行います。 

お子さんとご家族が、安心して生活できるように援助を行うとともに、

地域における様々な療育活動を支援します。 

センター利用の流れ 

④療育相談、発達検査、専門医による診察の結果及び検査・評価 

を基に、今後の療育についてのプログラムをご提案します。 

横須賀市療育相談センター （発達の遅れや障害のある児童の療育支援） 

①まずはお電話でご相談ください。 

このようなご相談に応じています。 

●ことばが遅い    ●落ち着きがない    ●人との関わりが難しい 

●友だちと遊べない  ●こだわりが強い    ●目が合わない 

●運動発達が遅い   ●手足が不自由     ●動作や手先が不器用 

●耳のきこえが心配  ●発音がはっきりしない ●吃音（きつおん） ●その他 

②ソーシャルワーカーが相談に応じます。 

（必要に応じて、発達検査を実施します。） 

③専門医が診療を行います。 

（必要に応じて、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による評価、 

脳波検査、聴力検査等を実施します。） 
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◆診察のご案内◆ 

（１）診察科目 

 小児神経内科・小児精神科・リハビリテーション科・耳鼻咽喉科・ 

摂食外来 （※風邪等の診療や耳鼻科の治療など、一般診療は行いません。） 

 

（２）専門職の紹介 

医師 主に発達の総合的な診断を行います。 

心理士 障害の状態や程度に応じて必要な発達検査や相談・指導を行います。 

理学療法士（ＰＴ） 運動を通して、手足の使い方など姿勢・運動の発達、改善を援助します。 

作業療法士（ＯＴ） 
活動や遊びを通して、手足の使い方や身の回りのことがしやすいように

援助します。 

言語聴覚士（ＳＴ） 言葉やきこえの相談・検査・指導を行います。 

 

（３）費用 

保険診療による自己負担があります。 

自己負担分は、各種助成が利用できます。各種助成については、 

「⑥手当・助成などの支援」（Ｐ．36～）をご覧ください。 

 

 ◆教室・通園のご案内◆ 

（１）親子教室（利用料金：無料） 

ことばが遅い、うまく遊べないなど、発達に心配のあるお子さんと保 

護者が参加して、楽しく遊び、学んでいく教室です。健康福祉センタ 

ー等からの紹介や診療後の相談の中で療育プログラムとしてご案内し 

ます。 
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（２）早期療育教室・療育教室（利用料金：有料） 

発達の遅れや障害のあるお子さんの療育支援のための教室です。診療 

後の相談の中で療育プログラムとしてご案内します。 

 

（３）通園部門（利用料金：有料） 

・医療型児童発達支援センター（ひまわり園）  

・福祉型児童発達支援センター（ひまわり園）  

障害に配慮しながら、健康な身体・基本的な生活習慣・豊かな人間関 

係の育成のために、個別療育目標を作成し、一人ひとりのお子さんに 

応じた療育支援を行います。 

ひまわり園ご利用の場合は、幼児教育・保育無償化の対象となります。 

○●○お問い合わせ○●○ 

横須賀市療育相談センター822-6741 

はぐくみかん１階（通園部門）・４階（診療・療育相談部門） 

ダウン症のあるお子さんの療育の時期 

 

Ｑ ダウン症がある子どもを出産しました。早期に療育を受けたほうが

いいでしょうか？ 

 

Ａ お子さんの発達に合わせて、療育に取り組み始めることが効果的で

す。個人差はありますが、乳幼児期は合併症の有無の確認や治療を優

先することが必要な場合があります。医療や福祉、保健などの専門機

関へ相談しながら、発達の経過確認をしていきましょう。 
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子育てや子どもの発達、学校のこと、子どもに関する相談をお受けしま

す。お子さん（本人）はもちろん、保護者や近隣の方等、どなたでも相談

できます。一人ひとりのお子さんに合った支援を一緒に考えていきます。

まずは、お電話ください。 

 

（１）18 歳未満のお子さんに関する相談 

 発達が遅いような気がする、変わった癖があり心配だ、友だちとうま

く付き合えない、しつけに悩んでいる、学校に行きたがらない、暴力を

振るったり無断で外泊したりしている、学校でいじめられている、 

 子ども自身が誰にも言えないことで悩んでいる、放任・虐待されてい

る子どもがいる、いろいろな事情で子どもを育てられない等の相談に

応じます。 

 

（２）重症心身障害児者の相談・指導 

 希望世帯に医師や重症心身障害児者施設職員が家庭訪問を行います。 

 

（３）療育手帳の判定 

 療育手帳の交付の流れは、P．34 に掲載しています。 

 

（４）里親制度に関すること 

 里親（子どもを一時的、または継続的に家族の一員として迎え入れ、

家族の中で育てていく方）の認定をします。 

○●○お問い合わせ○●○

横須賀市児童相談所820-2323

はぐくみかん３階

横須賀市児童相談所 （18 歳未満のお子さんに関する相談） 
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家族の関わり 

 

 

様々な福祉サービスの窓口です。各サービスについてのお問い合わせや

申請、相談などありましたら、お気軽にご相談ください。 

詳細は、⑤手帳について（Ｐ．34）、⑥手当・助成などの支援（P．36）、

⑦施設サービス（Ｐ．45）、⑧在宅サービス（Ｐ．52）、⑩補装具・日常

生活用具等（Ｐ．57）をご覧ください。 

○●○お問い合わせ○●○

障害福祉課822-8248

市役所分館１階 

 

障害福祉サービスの利用 

Ｑ 子どもに障害があることが分かり、母親が「障害のある子を産んでし

まった」と悩んでいます。家族として、どのように関わればよいのでし

ょう。 

 

Ａ 子どもに障害があると分かった時、戸惑わない親はいないでしょ

う。特に、自分を責める母親の話をじっくり聴き、気持ちを受け止め

ることが大切です。 

ご家族だけで苦しまず、積極的に援助を求めることを考えましょう。

専門機関で子育てのアドバイスを受けたり、同じ障害の「親の会」等

に参加して子育て経験を聞いたりしてはいかがでしょうか。 

親の会の詳細等はＰ．59～をご覧ください。 
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発達の遅れや発達障害の心配な方の相談窓口です。 

ご心配の内容やご要望により、各機関へご相談ください。 

●障害福祉課 822-8249 

・発達の遅れの心配や障害があるお子さんの相談 

（相談の内容や状況によって相談窓口をご紹介します。） 

・障害者手帳の申請をしたい方 

・自立支援医療や障害福祉サービスを受けたい方 など 

●お住まいの地域の健康福祉センター、地域健康課 824-7141 

・子どもの行動が気になるので相談したい方（乳幼児健診など） 

・食事が極端に偏っていて、発育や発達が不安な方　など

●横須賀市療育相談センター（診療、療育相談、通園支援） 822-6741

・専門の医師に発達障害か診断してほしい方 

 

 ・発達が心配なので療育を始めたい方 　など 

●横須賀市児童相談所（18歳未満） 820-2323 

 

 ・子どもに関する様々な相談 

 

 ・療育手帳取得についての相談 など 

●こども家庭支援課こども青少年相談（4歳～20歳） 823-3152 

・発達の遅れ、行動上の心配、家族関係や対人関係の悩み など 

●教育委員会支援教育課 822-8513 

・小学校入学にあたり集団の中で学べるか心配な方 

・診断は受けていないが通常の学級以外にも学べる場所があるのか 

相談したい方 　など 

●地域福祉課（障害者基幹相談支援センター） 822-8144 

・障害を含め福祉についての総合的な相談 など 

●医療機関（児童精神科、小児神経内科など） 

 

 ・睡眠障害や多動などのために投薬治療が必要な場合 など 

 

子どもの発達、どこに相談したらよい？ 
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 窓口 電話番号 所在地 郵便物などの宛先 

１ 障害福祉課 822-8249 
〒238-8550 

小川町 11 番地 市役所分館１階 

２ 
こども給付課 

医療助成担当 
822-9729 

小川町 16 番地

はぐくみかん

１階 

〒238-8550 

小川町 11 番地 

はぐくみかん 

３ 児童扶養手当担当 822-9809 

４ 
こども家庭支援課 

こども青少年相談係 
823-3152 

小川町 16 番地

はぐくみかん

５階 

５ こども家庭相談係 822-8933 

６ 
子育て支援課 

総務・計画係 
822-8268 

７ 入園係 822-9728 

８ 施設支援係 822-8224 

９ 保育係 822-9003 

10 放課後児童対策担当課 822-8061 

11 横須賀市児童相談所 820-2323 
〒238-8525 

小川町 16 番地 はぐくみかん３階 

12 横須賀市療育相談センター 822-6741 
〒238-8530 

小川町 16 番地 はぐくみかん４階 

13 健康管理支援課 822-4307 

〒238-0046 

西逸見町 1-38-11 

ウェルシティ市民プラザ３階 

14 地域健康課 824-7141 

15 

中央健康福祉センター 

（管轄：本庁、逸見・衣笠・ 

大津行政センター管内） 

824-7632 

16 

北健康福祉センター 

（管轄：追浜・ 

田浦行政センター管内） 

861-4118 

〒237-0076 

船越町 6-77 

田浦行政センター２階 

17 

南健康福祉センター 

（管轄：久里浜・北下浦・ 

浦賀行政センター管内） 

836-1511 

〒239-0831 

久里浜 6-14-2 

久里浜行政センター２階 

18 
西健康福祉センター 

（管轄：西行政センター管内）
856-0719 

〒240-0101 

長坂 1-2-2 西行政センター１階 

19 
横須賀市教育委員会事務局 

学校教育部支援教育課 
822-8513 

〒238-8550 

小川町 11 番地 市役所１号館６階 

20 
地域福祉課 

（障害者基幹相談支援センター）
822-8144 

〒238-8550 

小川町 11 番地 

市役所消防局庁舎１階 

相談窓口一覧 
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認可保育園・認定こども園・幼稚園では、各園の受け入れ状況に応じて

面談を行い、障害のあるお子さんの受け入れを行っています。 

障害の状況に応じて、各書類を求めることがあります。詳しくは、以下

までお問い合わせください。 

 

 ◆お問い合わせ先◆ 

利用を希望する園 お問い合わせ先 

認可保育園 
○利用を希望する園 

○子育て支援課（822-9728） 
認定こども園 

 

私立幼稚園 
 

（施設型給付）

（私学助成） ○利用を希望する園 

 

公立幼稚園 

○利用を希望する園 

○教育委員会教育指導課 

（822-8525） 

  

なお、認可保育園、認定こども園、公立幼稚園及び私立幼稚園（施設型給

付）を利用する場合は、支給認定を受ける必要があります。 

支給認定についての詳細は、子育て支援課までお問い合わせください。 

○●○お問い合わせ○●○ 

子育て支援課822-9728 

はぐくみかん５階 

保育園・こども園・幼稚園 
３ 
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◆就学相談のスケジュール◆ 

入学前年の 

６月～12 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月～12 月頃 

 

 

 

 

 

 

 

４月 

就学にあたって相談したい場合 

入学 

   就学について 
４ 

①まずはお電話でご相談ください。 

（面談の日時を決定します。） 

教育委員会事務局 

学校教育部支援教育課（822-8513） 

②支援教育課での初回面談 

④-A 就学相談会 

（医師による診察や 

各専門家による相談や話し合い） 

⑤支援教育課での面談 

③学校見学 

④-B 学校面談 

（入学予定の学校で 

話し合い） 
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◆市立の小学校・中学校の特別支援学級など◆ 

市内の小中学校には通常の学級の他に、障害のあるお子さんのための特

別支援学級を全校に設置しています。特別支援学級には、知的障害学級、

自閉症・情緒学級、肢体不自由学級、病弱学級、弱視学級、難聴学級があ

り、入学を希望するお子さんに合わせて、対象の学級を開級します。一

人一人の教育的ニーズに応じた専門的な教育を受けることができます。 

小学校 

No 学校名 電話番号 FAX 所在地 

１ 追浜小学校 865-2231 865-2646 鷹取 2-16-1 

２ 夏島小学校 865-3616 865-3352 浦郷町 4-35 

３ 浦郷小学校 865-3921 865-3155 追浜東町 2-14 

４ 鷹取小学校 866-1700 866-1725 湘南鷹取 4-7-1 

５ 船越小学校 861-1253 861-1553 船越町 5-34 

６ 田浦小学校 861-1251 861-2714 田浦町 3-55 

７ 長浦小学校 823-2324 823-2516 安針台 3-1 

８ 逸見小学校 822-0201 822-0185 西逸見町 1-14 

９ 沢山小学校 822-0057 823-9849 東逸見町 3-35 

10 桜小学校 822-3707 823-9725 坂本町 1-19 

11 汐入小学校 822-0166 822-0129 汐入町 2-53 

12 諏訪小学校 822-0058 823-8906 小川町 18 

13 田戸小学校 822-0212 823-8840 米が浜通 2-12 

14 山崎小学校 822-0059 823-8195 三春町 6-4 

15 豊島小学校 822-0105 823-8024 上町 3-21 

16 鶴久保小学校 824-0974 824-9057 不入斗町 1-1 

17 公郷小学校 851-0029 851-0056 公郷町 4-5 

18 池上小学校 851-0447 851-0543 池上 3-5-1 

19 城北小学校 851-2210 851-2217 平作 1-6-1 

20 衣笠小学校 851-0334 851-0335 小矢部 2-16-1 

21 大矢部小学校 834-7200 834-7330 大矢部 3-26-1 

22 森崎小学校 836-0233 836-0058 森崎 3-13-1 
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No 学校名 電話番号 FAX 所在地 

23 大津小学校 836-3537 836-3878 大津町 3-24-1 

24 根岸小学校 827-0208 821-4316 大津町 5-5-1 

25 走水小学校 841-0203 841-0206 走水 2-2-2 

26 馬堀小学校 841-0234 841-0244 馬堀町 4-10-1 

27 望洋小学校 835-7766 835-7764 桜が丘 1-50-1 

28 大塚台小学校 830-5660 830-5661 池田町 3-1-1 

29 浦賀小学校 841-0028 841-0027 浦賀 3-8-1 

30 小原台小学校 841-4666 841-4668 小原台 3-1 

31 鴨居小学校 841-0140 841-0145 鴨居 3-1-6 

32 高坂小学校 841-4201 841-4203 西浦賀 3-1-1 

33 岩戸小学校 848-3460 848-4412 岩戸 5-20-1 

34 久里浜小学校 835-0424 835-0443 久里浜 6-6-1 

35 明浜小学校 835-0323 835-0056 久里浜 6-7-1 

36 神明小学校 834-4315 834-4468 神明町 407 

37 粟田小学校 848-6465 848-6845 ハイランド 2-41-1 

38 野比小学校 849-7566 849-7814 野比 1-25-1 

39 野比東小学校 847-1031 847-1522 野比 4-6-1 

40 北下浦小学校 848-0037 848-0386 長沢 1-29-1 

41 津久井小学校 848-5210 848-5230 津久井 5-2-1 

42 長井小学校 856-1299 856-1413 長井 5-9-1 

43 富士見小学校 856-4757 856-4851 武 3-19-1 

44 武山小学校 856-3126 856-3543 太田和 3-1-1 

45 荻野小学校 857-0018 857-0028 荻野 8-1 

46 大楠小学校 856-0154 856-0245 芦名 1-29-18 
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中学校 

No 学校名 電話番号 FAX 所在地 

１ 追浜中学校 865-6141 865-6212 夏島町 12 

２ 鷹取中学校 866-3800 866-3906 湘南鷹取 2-30-1 

３ 田浦中学校 861-6115 861-6399 船越町 7-66 

４ 坂本中学校 822-2385 823-0753 坂本町 1-19 

５ 不入斗中学校 823-0566 823-2648 坂本町 1-19 

６ 常葉中学校 825-7410 821-4505 小川町 18 

７ 公郷中学校 852-5766 852-5828 公郷町 5-81 

８ 池上中学校 851-1255 851-1267 池上 3-5-1 

９ 衣笠中学校 853-5993 853-6011 平作 2-31-1 

10 大矢部中学校 834-1326 834-1391 森崎 5-14-2 

11 大津中学校 823-1032 824-9429 大津町 5-2-1 

12 馬堀中学校 841-4007 841-4006 馬堀町 4-10-2 

13 浦賀中学校 841-0454 841-0966 浦賀 3-26-1 

14 鴨居中学校 841-0442 841-0556 鴨居 3-2-2 

15 岩戸中学校 848-3054 848-3174 岩戸 5-6-3 

16 久里浜中学校 835-0402 835-0441 久里浜 2-11-1 

17 神明中学校 834-4077 834-4480 神明町 903 

18 野比中学校 849-3318 849-3791 野比 4-4-1 

19 北下浦中学校 848-0104 848-0146 長沢 1-30-17 

20 長沢中学校 849-5431 849-5798 長沢 5-1-1 

21 長井中学校 856-2022 856-2132 長井 5-12-1 

22 武山中学校 856-1287 856-1255 武 3-31-1 

23 大楠中学校 856-2028 856-2309 芦名 1-2-1 
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（１）ことばの教室・ことばやきこえの教室（通級） 

 通常の学級に在籍していて、ことばやきこえに関して特別な指導が必

要なお子さんが対象となります。小学生が通級する「ことばの教室」

は、諏訪小学校・明浜小学校・ろう学校の３校あり、在籍校の地域によ

って教室の指定をしています。中学生が通級する場合は、ろう学校に

なります。各教室では、ことばやきこえに関する相談も行っています。 

 通級の手続きは在籍校を通じて行っています。未就学児は、支援教育

課（822-8513）へお問い合わせください。 

教室名 所在地 電話番号 FAX 対象 

諏訪小学校 

「ことばの教室」 
小川町 18 825-5810 825-5810 小学生 

明浜小学校 

「ことばの教室」 
久里浜 6-7-1 835-4573 835-4573 小学生 

ろう学校 

「ことばやきこえの教室」
森崎 5-13-1 834-4469 834-0096 

小学生 

中学生 

 

（２）相談教室 

 不登校の子どもたちへ支援を行う教室です。在籍校復帰や社会的自立

に向けて、様々な取り組みを行っています。詳しいことは、支援教育課

（822-8564）へお問い合わせください。 

教室名 所在地 電話番号 FAX 対象 

汐入相談教室 
汐入町 2-53 

（汐入小学校内） 
822-1915 —————— 小学生 

公郷相談教室 
公郷町 5-81 

（公郷中学校内） 
852-3144 —————— 中学生 

久里浜相談教室 
久里浜 2-11-1 

（久里浜中学校内）
835-2878 —————— 中学生 

ゆうゆう坂本相談教室 坂本町 2-39 821-0166 821-0166 
小学生 

中学生 

武山相談教室 
武 3-31-1 

（武山中学校内） 
857-2141 857-2141 

小学生 

中学生 
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◆市立の特別支援学校◆ 

（１）市立ろう学校（聴覚障害教育） 

主に聴覚に障害のあるお子さんに専門的な支援を行う学校です。コミ 

ュニケーション能力を育てることや、言葉の獲得のために聴覚を活用 

した指導や視覚を通しての指導等、一人一人のお子さんに応じた教育 

を行っています。また、乳幼児期から学童期の児童・生徒について、き 

こえやことばに関する相談を受け付けています。 

学校名 所在地 電話番号 FAX 対象 備考 

市立ろう学校 森崎 5-13-1 834-1172 834-0096 聴覚障害 

幼稚部 

小学部 

中学部 

高等部 

 

（２）市立養護学校（肢体不自由教育） 

主に肢体に障害のあるお子さんに専門的な支援を行うための学校です。 

日常の生活指導、各教科等の指導のほか、運動・動作や認知能力等の向

上を目指した指導も行っています。専門的な立場から、教育相談や巡回

相談も行っています。 

学校名 所在地 電話番号 FAX 対象 備考 

市立養護学校 岩戸 5-6-4 849-6465 849-6559 肢体不自由
小学部 

中学部 
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   ことばやきこえが心配なお子さんの相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ １歳４か月児です。呼んでも振り向かず、きこえについて心配

しています。どこへ相談すればよいのでしょうか。 

 

Ａ 市立ろう学校内のひよこ教室では、０歳児からのことばやきこ

えに心配のあるお子さんへの支援を行っています。 

・呼んでも振り向かない、大きな物音がしても気づかない、ことばが遅い 

  ・テレビの音を大きくしたがる、聞きまちがいや聞き返しが多い 

  ・大きな声を出すけれど、ことばがはっきりしない 

 このような気がかりなことがありましたら、すぐにご相談くださ

い。 

  ◆市立ろう学校乳幼児相談（ひよこ教室）◆ 

０歳児からことばやきこえに関する相談を受け付けています。一人

一人のきこえや発達に応じて、親子での遊びを通して支援します。

きこえの検査や補聴器装用支援などを行います。保育園・幼稚園に

通いながら支援を受けることも可能です。 

○●○お問い合わせ○●○ 

市立ろう学校内 教育相談・乳幼児指導834-1172 

受付窓口：教頭 

受付時間：月曜日～金曜日 ９時～17 時 
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◆横須賀市内にある市立以外の特別支援学校◆ 

市内には、市立以外の特別支援学校もあります。詳しいことは、支援教

育課（822-8513）か直接各学校へお問い合わせください。 

学校名 所在地 電話番号 FAX 対象 備考 

県立武山養護学校  武 3-35-1 856-5800 857-6367  
知的障害 

肢体不自由

小学部 

中学部 

高等部 

県立武山養護学校  

  津久井浜分教室 

津久井4-4-1 

 県立津久井浜 

高等学校内 

848-2137 848-2147
 

知的障害 高等部 

県立岩戸養護学校  岩戸 5-6-5 839-4500 849-3200  
知的障害

肢体不自由
高等部 

筑波大学附属 

久里浜特別支援学校  
野比 5-1-2

 
848-3441 848-3740  

知的障害を

伴う自閉症

幼稚部 

小学部 

 

◆横須賀市の一部が指定地域となる特別支援学校◆ 

 ※詳しい学区については学校へお問い合わせください。 

学校名 所在地 電話番号 FAX 対象 備考

県立金沢養護学校  
横浜市金沢区 

富岡東 2-6-1

 (045) 

770-0456

(045) 

775-4121

知的障害

肢体不自由

小学部

中学部

高等部

 

 ○●○お問い合わせ○●○ 

横須賀市教育委員会事務局 

学校教育部支援教育課822-8513 

市役所１号館６階 
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 放課後児童クラブでは、各クラブの受け入れ状況に応じて障害のある

お子さんの受け入れを行っています。詳しくは、各放課後児童クラブ

にお問い合わせください。 

 逸見小学校放課後児童クラブについては、放課後児童対策担当課にお

問い合わせください。 

 表の★印は、障害のあるお子さんの受け入れが令和３年４月時点で可

能な放課後児童クラブです。 

 

（１）放課後児童クラブの対象 

 共働きなどの留守家庭の小学生 

 

（２）必要書類（いずれか１つ） 

 ①身体障害者手帳または療育手帳の写し 

 ②医師による診断書の写し 

 ③特別児童扶養手当証書の写し 

 ④学校長の特別支援学級在学証明書 

 

○●○お問い合わせ○●○ 

放課後児童対策担当課822-8061 

はぐくみかん５階 

 

放課後児童クラブ（学童クラブ）を利用したい場合 
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市内の放課後児童クラブ               ＜令和４年４月現在＞ 
※障害児受入体制は令和３年４月時点のものです。 

施設名 電話番号 所在地 
障害児

受入体制

1 学童保育所おっぱま 865-3753 
鷹取 2-20-1 

第２浅野アパート 
★ 

２ 追浜学童太陽の子クラブ 865-4414 
浦郷町 4-35 

夏島小学校内 
★ 

３ 学童保育所ふれんず 865-3774 
追浜町 2-71 

コーポサンノーブル 
★ 

４ 浦郷学童クラブ 
866-5170 

080-3000-7706

追浜東町 2-14 

浦郷小学校内 
★ 

5 一道館学童クラブ 887-0174 

追浜東町 3-42-15 

ロイヤルパレス琥珀

３階 

★ 

6 浦郷ふじ学童クラブ 866-5206 

追浜東町 3-44-37 

横須賀本浦郵便局 

２階 

 

７ 浦郷ふじ学童クラブ２ 865-4810 追浜東町 2-29  

８ 浦郷ふじ学童クラブ 3 869-0037 追浜東町 3-３  

９ 湘南鷹取こども村 854-9520 湘南鷹取 4-6-14 ★ 

10 
湘南鷹取第二こども村 

（仮称） 
854-9520 

湘南鷹取 4-７-１ 

鷹取小学校内 
 

11 船越学童保育の会 861-0919 
船越町 5-１ 

TK ビル 3 階 
★ 

12 船越学童保育の会第二 070-6434-1985
船越町 5-1 

TK ビル 4 階 
★ 

13 学童保育きりんグループ 861-9775 田浦町 2-80-1  

14 長浦学童さくらクラブ 825-6836 
安針台 3-1 

長浦小学校内 
★ 

15 
逸見小学校 

放課後児童クラブ 
876-9140 

西逸見町 1-14 

逸見小学校内 
★ 

16 坂本学童クラブ 
827-1901 

080-4093-0764

坂本町 2-39 

旧坂本小学校内 
★ 

17 汐入学童クラブ・グランマ 827-4088 
汐入町 2-5 

柏木第２ビル３階 
 

18 上町学童たんぽぽクラブ 824-0522 
上町 3-21 

豊島小学校内 
★ 

19 みつわクラブ 874-5290 田戸台 24 ★ 

※障害児の受け入れについて詳しくは、各放課後児童クラブにお問い合わせください。 
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施設名 電話番号 所在地 
障害児

受入体制

20 大ちゃん放課後児童クラブ 080-3384-5714
不入斗町 3-2 

不入斗町内会館 
★ 

21 スマイル放課後児童クラブ 070-2156-5518 佐野町 1-8-17 ★ 

22 中央学童クラブ 823-1444 
日の出町 1-8 

小川ビル２階 
★ 

23 りんご学童クラブ 854-8890 
大滝町 1-26 

清水ビル４階 
★ 

24 
N キッズアカデミー 

横須賀校 
874-8700 若松町３-1-6  

25 学童クラブ風っ子 826-4777 

安浦町 1-5 

ダイカンプラザ 

CityⅡ１階 

★ 

26 田戸学童クラブ 827-8611 安浦町 1-12 ★ 

27 
放課後児童クラブ  

スマイル・トゥギャザー 
876-7729 池上 4-9-9  

28 
わかば学童クラブ 

～わっかキッズ～ 
090-8802-0779

金谷 1-5-8 

横須賀若葉幼稚園内 
★ 

29 
アフタースクール 

こんぺいとう 
853-3073 平作 7-7-1  

30 衣笠さくらクラブ 
874-9370 

080-7704-4700

小矢部 2-16-1 

衣笠小学校内 
★ 

31 大矢部学童クラブ 834-1201 
大矢部 3-26-1 

大矢部小学校内 
★ 

32 森崎学童クラブ 834-4452 森崎 4-8-1-301  

33 
森崎おおぞらキッズ 

もりっ子 
070-6963-6549

森崎 3-13-1 

森崎小学校内 
★ 

34 もりさきたぬキッズ 
874-5570 

080-4934-5118
森崎 2-7-1 ★ 

35 おれんじ 080-9521-5779
公郷町 2-10-15 

松川ビル１階 
 

36 学童保育グローバル 852-6440 
公郷町 4-5 

公郷小学校内 
★ 

37 わんぱくクラブ 080-5450-3230
根岸町 3-11-10 

一升屋ビル３階 
★ 

38 公郷学童クラブ 847-3747 
根岸町4-2-12

湘南信用金庫ビル2階 
 

39 やまざき学童クラブ 823-4116 
三春町 6-4 

山崎小学校内 
★ 
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施設名 電話番号 所在地 
障害児

受入体制

40 
ハッピープリスクール 

学童クラブ 
887-0660 

大津町 1-12-20 

相和地所ビル 201 号 
 

41 大津ふじ学童クラブ 833-0017 
大津町 3-24-1 

大津小学校内 
 

42 
しらかばこども園 

第一学童クラブ 
834-0690 池田町 1-22-12 ★ 

43 
しらかばこども園 

第二学童クラブ 
834-0690 池田町 1-22-15 ★ 

44 
しらかばこども園 

第三学童クラブ 
834-0690 池田町 1-18-4 ★ 

45 
根岸わんぱく 

なかよしクラブ 
834-7454 根岸町 1-2-1 ★ 

46 
学童保育所 

まぼりっ子クラブ 

090-3599-3444

807-3444 

馬堀町 4-10-1 

馬堀小学校内 
★ 

47 
放課後児童クラブ 

どろんこキッズ 
833-2239 

桜が丘 1-50-1 

望洋小学校内 
★ 

48 大塚台学童スマイルキッズ 874-7765 池田町 3-6-1  

49 学童保育トトロの森 803-9338 
池田町 3-１-１ 

大塚台小学校内 
★ 

50 学童保育トトロの森 2 803-9338 池田町 3-18-18 ★ 

51 浦賀っ子かえるクラブ 854-9750 
浦賀 3-8-1 

浦賀小学校内 
★ 

52 浦賀学童ぽんぽん船 841-0808 
西浦賀 3-1-1 

高坂小学校内 
★ 

53 うみの子学童クラブ 842-5776 
鴨居 3-1-6 

鴨居小学校内 
★ 

54 小原台ふじ学童クラブ 844-9688 
小原台 3-1 

小原台小学校内 

55 岩戸こども園学童クラブ 849-1300 
岩戸３-37-5 

岩戸こども園内 
 

56 岩戸大矢部学童クラブ 847-3747 
岩戸 5-20-1 

岩戸小学校内 
★ 

57 粟田・ハイランド学童クラブ

847-3305 
ハイランド 2-41-1 

粟田小学校内 
★ 

58 
粟田・ハイランド学童クラブ

第二 

※障害児の受け入れについて詳しくは、各放課後児童クラブにお問い合わせください。 
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施設名 電話番号 所在地 
障害児

受入体制

59 
学童クラブ 

ゴジラのしっぽ 
835-1230 

久里浜 6-6-1 

久里浜小学校内 
★ 

60 学童クラブ ゴジらんど 897-3175 
久里浜 5-11-5 

カーム壱番館２階 
★ 

61 明浜学童はろーどクラブ 874-5770 
久里浜 6-7-1 

明浜小学校内 
★ 

62 青空葉っぱ学童クラブ 080-5532-6873 久里浜 4-3-6  

63 sukasuka-kids 070-4446-3118 久里浜 4-14-6 ★ 

64 
放課後学童クラブ 

FuReRu 
080-9999-1441 

久里浜４-15-11 

望月ビル３階 
 

65 久里浜学童クラブ 834-8554 
神明町 407 

神明小学校内 
★ 

66 学童クラブぽっかぽか 848-4777 
野比 4-6-1 

野比東小学校内 
★ 

67 
野比一二三 

(長岡むつみ会第三) 
849-5681 野比 1-16-23  

68 長岡むつみ会第二 848-5481 
長沢 1-32-8 

根岸店舗Ⅰ中 
 

69 長岡むつみ会第一 807-5121 長沢 1-21-33  

70 北下浦 津久井浜学童クラブ 090-9316-3751 津久井 3-9-7 ★ 

71 
放課後児童クラブ  

チアフルキッズ 
090-9825-6275 

ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ 3-8 

ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ 202 号 
 

72 長井婦人会学童保育クラブ 890-3109 
長井 5-9-1 

長井小学校内 
 

73 
学童保育所 

「クッキークラブ」 
080-6748-8788 武 3-26-3 ★ 

74 フレンズ武山学童クラブ 080-9814-9754 
太田和 3-1-1 

武山小学校内 
 

75 
学童保育所 

「竹の子クラブ」 

857-3911 

857-5544 
太田和 3-1174   

76 
荻野学童保育所 

「いちごクラブ」 
080-2213-1515 

荻野 8-1 

荻野小学校内 
★ 

77 おおぐすがくどう 802-0094 芦名 2-15-17 ★ 

※障害児の受け入れについて詳しくは、各放課後児童クラブにお問い合わせください。 


