相談 する
子どもの成長に合わせた支援
子どもの成長に応じた支援について相談する機関や、サービスを行っている施設につい
てご紹介します。

● 子どもの発達に心配・不安があるとき
高松市保健センターでは、からだやことば、精神面での発達について気になる子どもを
対象として、相談事業を行っています。
〈費用〉無料

〈持参物〉母子健康手帳

〈申込み〉事前に予約が必要

相談事業名

内

発育・発達相談

容

からだの成長や発達について気になるお子さんを対象に、医師の診察
や個別相談を行います。

こども相談

精神面での発達が気になるお子さんを対象に、専門職による個別相談
（１人１時間の予約制）を行います。

ことば相談

ことばの発達が気になる
（ことばが遅い、発音が悪い、吃音等）お子さん
を対象に、専門職による個別相談（１人30分の予約制）を行います。

育児支援事業
「ひまわり」
窓口・お申し込み

育児への心配やとまどいを持つ保護者の方を対象に、専門職による個
別相談（カウンセリング）を行います。
● 専門職によるグループカウンセリング
「コアラ教室」も行っています。

高松市保健センター 高松市桜町一丁目 9-12 保健センター１階
TEL 087-839-2363 FAX 087-839-2367

サポートファイル「かけはし」
サポートファイル「かけはし」は、特別な支援を必要とする
子どもの成長をみんなで支援するために、香川県が作成したも
のです。本人や保護者の方々が、教育、福祉、医療、保健、労
働等の関係機関で支援に関する情報を共有し、乳幼児から成人
に至るまで、専門機関による、連携のとれた支援の実現を目指
しているものです。高松市では、学校間の移行期において、こ
れまでの支援を有効に進学先に引き継ぐための、補助資料「移
行支援シート」の作成・活用を推進しています。
▼ 下記のホームページからダウンロードすることができますので、御活用ください。
香川県特別支援教育課ホームページ
http://www.pref.kagawa.jp/kenkyoui/tokubetsusien/kakehashi.html
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● 保育所・幼稚園・小学校等への通園・通学について相談したいとき
事業名

内

容

窓

口

保育所・
幼稚園等の
入所入園

保育所・認定こども園・幼稚園・地域型保育
において、集団保育が可能な１歳～就学前の児
童を対象に、保護者や関係機関との連携を図り
ながら、子どもの発達や特性に応じた適切な教
育保育を行います。

就学等教育相談

来年度小学校へ入学する子どもを対象に、毎
年７月～８月頃、育児や就学などについて、特
別支援教育の経験豊かな教職員による教育相談
を開催しています。事前に申込みが必要です。

特別支援学級

障がいがあるために、通常の学級における指導
では、十分に指導の効果を上げることが困難な、 学校教育課
比較的障がいの程度が軽い児童生徒のために、居 市役所10 階
住地の小・中学校に特別支援学級を設置しています。 TEL 087-839-2616

こども園運営課
市役所6階25番窓口

TEL 087-839-2358
FAX 087-839-2360

FAX 087-839-2624

通級指導教室

通常の学級に在籍している障がいの程度が軽
い児童に対して、障がいに応じた専門的な指導
を行います。他校からの通級もできます。
▼

設置校（平成27年度）
高松第一小学校、一宮小学校、屋島西小学校

特別支援学校

比較的障がいの程度が重い児童生徒のための
学校で、小学校・中学校・高等学校に対応して、
小 学 部・中 学 部・高 等 部 が 設 け ら れ て い ま す。
盲学校、聾学校、香川中部養護学校には幼稚部
も設けられています。就学に関する相談は、各
校相談センターが窓口になっています。

香川県教育委員会事務局
特別支援教育課
高松市天神前 6-1

TEL 087-832-3757
FAX 087-806-0232

特別支援学校一覧
障がい種別

学校名

所在地

TEL

FAX

視覚障がい

県立盲学校

高松市扇町二丁目 9-12

087-851-3217

087-851-3289

聴覚障がい

県立聾学校

高松市太田上町 513-1

087-865-4492

087-868-1480

肢体不自由

県立高松養護学校

高松市田村町 1098

087-865-4500

087-866-4916

県立善通寺養護学校

善通寺市仙遊町二丁目 1-2

0877-62-7631

0877-62-3984

県立香川東部養護学校

さぬき市長尾西 475

0879-52-2581

0879-52-2597

県立香川中部養護学校

高松市田村町 784

087-867-3522

087-866-4297

県立香川丸亀養護学校

丸亀市飯野町東分 592-1

0877-24-1215

0877-24-7318

県立香川西部養護学校

観音寺市出作町字池下 712

0875-25-1775

0875-25-9776

香川大学教育学部
附属特別支援学校

坂出市府中町字綾坂 889

0877-48-2694

0877-48-0292

病弱

知的障がい
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相談・療育機関
児童発達支援センター香川こだま学園
住所 〒760-0080 高松市木太町 1997-3
電話 087-861-7621、087-831-5790
FAX 087-861-7368
受付時間 月曜～金曜（祝日を除く）9：00～17：00
メール kodama-ryoiku53@mb.pikara.ne.jp
スタッフ

児童発達支援管理責任者、言語聴覚士、
臨床心理士、社会福祉士、児童指導員、
保育士、栄養士、嘱託医 等
支援内容

外来療育相談 利用できる方 難聴：0 歳～
要予約、相談は無料です。

知的障がい・発達障がい：1 歳～

▼

●

児童発達支援（就学前までの方が利用できます。）
子どもがそれぞれの発達での色々な機能（運動発達・認知発達・情緒発達・基本的
生活習慣の確立など）をしっかり身につけ、自ら遊び、発見、理解したことを、こと
ばを使って表現できるように援助していきます。通所サービスを受けるには、市町の
通所給付決定を受けることが必要です。なお、法律に基づき利用料（サービス費用の
１割 ）がかかります。
▼

●

発達障がい者サポート事業
利用できる方

対象：乳幼児～

高松市内の発達障がいのある（ 自閉症スペクトラム障がい、学習障がい、注意欠陥・
多動性障がいなど ）本人とその家族、関係機関
スタッフ

臨床心理士、言語聴覚士、社会福祉士等の資格を持つ発達障がいサポートコーチ
支援内容
●
●

●
●

相談 発達障がいのある本人、家族、関係機関からの相談に応じます。
巡回相談 関係機関（ 保育園、幼稚園、学校等）からの要請に応じ、支援スタッフ
が訪問し、相談及び問題行動への対処等について支援を行います。
就労相談 就労に関する相談に適宜応じます。
発達障がい児・者サポーター養成講座
発達障がい児・者の基本的理解を深める
とともに、ライフサイクルに応じた支援体
制や地域で生活していくための支援につい
て学び、身近な地域で支援できることを目
指します。
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香川県発達障害者支援センター「アルプスかがわ」
住所 〒761-8057 高松市田村町 1114 かがわ総合リハビリテーションセンター内
電話 087-866-6001
FAX 087-867-0420
メール arupusu@kagawa-reha.net
受付時間 月曜～金曜（祝日等を除く）9：00～17：00
来所又は訪問での相談は予約制です。事前にお申し込みください。

発達障がい（自閉症やアスペルガー症候群等の広汎性発達障がい・学習障がい・注意
欠陥多動性障がいなど）のある本人とその家族、関係機関等（学校や施設、行政機関など）
を支援します。
スタッフ

社会福祉士・心理士・言語聴覚士・作業療法士・精神科医師・小児科医師

等

支援内容
●

●

●

●

相談支援 発達障がい児（者）やその家族からの相談に応じ、適切な指導・助言・情報
提供などを行います。
発達支援 家庭や学校等の所属機関における支援の方針や具体的な援助の方法を一緒
に考えていきます。また、所属機関等への訪問も行います。必要に応じて、心理検査
や医学的な相談を行います。
就労支援 ハローワーク等、就労支援・関係機関との連携を行い、就労に向けた支援を
行います。日々の生活習慣の形成、職業生活上の一般的なルールの理解、職業生活を
行うために必要な知識の習得などの支援を地域機関と連携して行います。
普及啓発・研修 発達障がいとその支援について、情報提供や理解促進に関する研修
会や講演会を開催するなど、普及啓発の活動を行います。また、各機関や地域での普
及啓発の企画や実施をお手伝いします。
費用

無料

相談支援センターりゅううん
住所 〒761-8078 高松市仏生山町甲 2436-1
電話 087-815-5266
受付時間 月曜～金曜、第４土曜・第４日曜 9：00～17：00
メール soudan-sien@ryuungakuen.or.jp

FAX 087-815-5267

生活の中での困りごとや悩みごと、もっとこうなりたいと
いう希望や夢などについて一緒に考え、地域で安心して生活
できるようサポートします。お気軽にご相談ください。
スタッフ

相談支援専門員、相談員

費用

無料

支援内容
●

●

●

●

福祉サービス利用の相談 障害福祉サービス（ショートステイやヘルパーなどのサー
ビス）を紹介したり、利用するための手続きを支援します。
専門機関の紹介
仕事や子育て、病気のことなど、必要に応じて専門家の方をご紹介します。
財産・権利擁護の相談
後見人や権利擁護事業などで、障がい者の財産や権利を守るお手伝いをします。
その他 地域で暮らす障がい者が、できるだけ自分の意志と力で生きがいを持って生
きていけるように、必要なお手伝いをします。
11

相談する

高松市知的障害児者ネットワーク「みんなの広場」
住所 〒760-0055 高松市観光通二丁目 8-20 高松市総合福祉会館４階
電話 087-812-5800 FAX 087-812-5757
受付時間 月曜～金曜（祝日等を除く）9：00～14：00 メール m-hiroba@hyper.ocn.ne.jp

知的障がいのある子どもと保護者の支援活動を行っ
ています。知的障がい児（者）とその関係者の方の様々
な悩みや相談に応じます。また、知的障がい児（者）に
関する勉強会の開催やあらゆる情報を提供する情報セ
ンター的な役割を果たしています。
みんなの広場は、いつでも、だれでも、気軽に立ち
寄れる場所です。一人で悩みを抱えず、気兼ねなくお
立ち寄りください。
支援内容
●

●

知的障がい者（児）相談員による療育相談
毎週月・火・水曜と第１日曜 10：00～13：00 費用は無料です。
様々な情報提供
情報紙の発行や、教材や書籍の貸出しを行っています。

相談支援事業所
障がい者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の福祉サービスの利用支
援等、必要な支援を行います。それとともに、虐待の防止及びその早期発見のため、関係
機関との連絡、その他の障がい者等の権利擁護のために必要な援助を行います。相談費用
は無料です。

（ 高松市の委託を受けた事業所です。）

種別

身体

知的

精神

事業所

住所

TEL

障害者生活支援センターたかまつ

高松市田村町 1114

087-815-0330

障害者生活支援センターあい

高松市前田東町 585-5

087-847-1021

相談支援センターりゅううん

高松市仏生山町甲 2436-1

087-815-5266

地域生活支援センターこだま

高松市木太町 1997-3

087-802-2660

地域活動支援センタークリマ

高松市牟礼町原 883-16

087-845-0335

障害者地域生活支援センターほっと

高松市川島東町 1914-1

087-840-3770

相談支援事業所ライブサポートセンター

高松市岡本町字上新開 60-1

087-815-7877

オリーブ

小豆島町池田字下地 2519-7

0879-75-2310

中讃地域生活支援センター

坂出市加茂町 700-13

0877-56-3200

相談支援事業所わかたけ

坂出市川津町 1826-19

0877-59-0582

地域生活支援センターありあけ

観音寺市柞田町甲 1340-4

0875-57-5501

12

相談する

発達障害医療機関リスト
このリストは、香川県障害福祉課で公表している発達障害医療機関リストから、高松圏
域（高松市・三木町）にある、「公表の承諾が得られた」医療機関の情報を元に作成してい
ます。 なお、診療内容等、詳細については、直接、医療機関にお問合せください。

● 高松市
医療機関名

診療科名

診療対象年齢

住所

TEL（087）

あきた小児科クリニック

小児科

1歳～幼児

高松市六条町605-5

868-6000

あんどう発達クリニック

小児神経内科

乳幼児～高校生

高松市多肥下町517-10

867-0234

えないメンタルクリニック 精神科 心療内科

乳幼児～社会人

高松市観光町649-8

813-1613

大饗内科消化器科医院

心療内科

中学生～社会人

高松市成合町728-7

885-1233

大西病院

精神科 (子ども外来）

乳幼児～中学生

高松市上天神町336

865-3330

かがわ総合
リハビリテーション病院

小児科

乳幼児～中学生

高松市田村町1114

867-6008

香川県立中央病院

小児科

リハビリ科

乳幼児～中学生

高松市朝日町一丁目2-1

811-3333

五色台クリニック

精神科

心療内科

2歳～社会人

高松市寿町一丁目1-5

822-2311

さんあいクリニック

心療内科

1歳半～社会人

高松市松縄町1005-3

816-3192

三条山下内科医院

神経内科

乳幼児～社会人

高松市三条町504-1

867-1201

しぶや小児科クリニック

小児科

乳幼児～小学生

高松市牟礼町牟礼2100-1

845-6111

全人クリニック

精神科

小学生～高校生

高松市勅使町62-4

867-1717

高松赤十字病院

小児科

乳幼児～中学生

高松市番町四丁目1-3

831-7101

トビウメ小児科医院

小児科

乳幼児～中学生

高松市伏石町1390-1

865-3111

馬場病院

精神科

社会人

高松市郷東町580

881-4375

へいわこどもクリニック

小児神経科

幼児～中学生

高松市栗林町一丁目4-11

835-2026

西岡医院

小児科

乳幼児～中学生

高松市寺井町1385-10

885-2021

西春日小児科医院

小児科

高松市松並町559-3

867-7070

みのクリニック

精神科

小学生～社会人

高松市瓦町二丁目7-16
ソレイユ第3ビル4F

863-1155

屋島伊藤クリニック

心療内科

小学生～社会人

高松市高松町2552-2

844-3933

屋島総合病院

小児科

乳幼児～中学生

高松市屋島西町1857-1

841-9141

やまぐちクリニック

精神科

幼児～社会人

高松市天神前5-6
高松メディカルモール5F

832-5611

ゆりのき診療室

精神科

小学生～社会人

高松市国分寺町国分2090-1

874-2217

診療対象年齢

住所

TEL（087）

小学生～社会人

木田郡三木町大字池戸1750-1

891-2167

精神科

乳幼児～高校生

（高校生は継続のみ）

心療内科

● 三木町
医療機関名

診療科名

香川大学医学部附属病院

精神科

讃陽堂 松原病院

小児科
リハビリテーション科

1歳～高校生

木田郡三木町大字池戸3232-1

898-0620

すくすくクリニックこにし

小児科

乳児～中学生

木田郡三木町氷上206

813-7876

神経科
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親の会など
連 絡 先/（代表 井本）TEL 087-867-7947 携帯 090-9553-1030
活動場所等/ 高松市錦町一丁目 20-11 高松市男女共同参画センター

香川LD・周辺児（者）親の会

相談・療育の内容 親も子も疲れない対応をロールプレイで具体的に学ぶ。LD 対応は機能的に
問題のない子にも効果的です。親同士の情報交換や外部講師による講演・助言等。
対象 LD・ADHD・アスペルガー児
（者）の保護者

日時（頻度）毎月 2 回学習会：第 2 水曜日 10：00～12：00
（会員）
学習会：毎月18 日10：00～12：00（公開） ※18日が火曜日に当たる場合は19日

香川県アスペ・
一人立ち支援親の会（アズの会）

連 絡 先/（代表 宮西）携帯 090-9066-6549
活動場所等/ 高松市田村町 1114 かがわ総合リハビリテーション福祉センター

相談・療育の内容 学校･病院・その他療育相談関係者の助言を頂きながら、家族
（親）同士の横
の繋がりや連携を深め、それぞれに合った対応を話し合っている。
対象 発達障がい児･者
（当事者）及び家族

日時（頻度）毎月１回第４水曜日
（3、
7、
8、
12月は休会）

連 絡 先/ TEL 087-888-4277
活動場所等/ 高松市三谷町 3851 ウインドヒル内

香川県自閉症協会

相談・療育の内容 施設見学、日帰り旅行、講演会、自閉症の理解啓発への活動等。
「４月２日
世界自閉症啓発デー」商店街パレード等、療育相談及び支援（幼児～成年期、ライフステージ）
対象 自閉症の方及び保護者、それに関わる関係者

日時（頻度）年 4 ～ 5 回程度

連 絡 先/（大社）携帯 090-3947-4031
活動場所等/ 高松市春日町 1291-1 あじさい

子供の城協会 高松支部

相談・療育の内容 ダウン症の早期療育及び支援

対象 ダウン症、知的障がいの０歳
（生後2か月）～ 制限なし

日時（頻度）月１回 約 45 分

連 絡 先/ TEL 087-835-2026
活動場所等/ 高松市栗林町一丁目 4-11 へいわこどもクリニック

障害児を持つ親の会STEP

相談・療育の内容 春：総会と山登り、夏：一泊合宿、秋：さつまいも掘り、冬：スキー・雪遊び
対象 年齢制限なし

日時（頻度）年 4 回

高松市知的障害児者ネットワーク

「みんなの広場」

連 絡 先/ TEL 087-812-5800 Eメール m-hiroba@hyper.ocn.ne.jp
活動場所等/ 高松市観光通二丁目 8-20 高松市総合福祉会館 4 階

相談・療育の内容 知的障がい者
（児）相談員による療育相談
（高松市委託）、情報ネットワーク紙
の発行・配布、講演会、視察研修等
対象 知的障がい児
（者）本人とそれに関わる人々
日時（頻度）療育相談は無料

月・火・水・第 1 日曜日 10：00～13：00（祝日等を除く）

牟礼町心身障害児（者）育成会

連 絡 先/ TEL 087-870-1881 （会長 松原）携帯 090-3785-8649
活動場所等/ 高松市牟礼町原 325-1 もえぎの里

相談・療育の内容 親睦を図る例会、情報交換、研修、その他福祉向上のための事業相談
対象 心身障がい児
（者）本人と会の趣旨に賛同する方
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日時（頻度）年 5 ～ 6 回程度

