
こんな症状はありませんか？ 

 

 

 

 

 

うつ病は決して特別な病気ではなく、誰もがかかる可能性のある病気です。 

 うつ病は、症状が進行すると、絶望感から最悪の場合、自殺に追い込まれてしまうケースも 

あります。しかし、早期に適切な治療を受けることで早く回復へ向います。 

 もしあなたやあなたの身近な人に、上記のようなサインがあるなら、医師に相談してみましょう。 

 

 

 

 

誰もが自殺に追い込まれることのない 
社会をめざしています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内・近隣の精神科・神経科・心療内科クリニック 

 病院名 住所 電話番号 

防
府 

山口県立総合医療センター 神経科 防府市大字大崎 77 0835-22-4411 

防府病院 防府市大字高井 961 0835-22-0759 

防府保養院 防府市岩畠 1-2-1 0835-38-0535 

原医院 防府市八王子 1-20-23 0835-38-2424 

三好クリニック 防府市東三田尻 1-3-13 0835-25-1020 

宇
部 山口県立こころの医療センター 宇部市大字東岐波 4004-2 0836-58-2370 

山
口 

山口よしき病院 山口市吉敷佐畑 4-9-1 083-922-2350 

仁保病院 山口市仁保下郷 1915-1 083-941-5555 

吉南病院 山口市鋳銭司 3381 083-986-2111 

小郡まきはら病院 山口市小郡若草町 3-4 083-973-0222 

クボクリニック 山口市鰐石町 6-35 松田ビル 2F 083-923-0975 

メンタルクリニックMatoba 山口市中央 2-6-18 前田ビル 1F 083-920-0235 

メンタルクリニック藤山医院 山口市吉敷下東 1-7-20 竹下ビル 2F 083-923-3040 

まるおストレスケアクリニック 山口市矢原町 2-16 083-934-0556 

周
南 

徳山静養院 周南市五月町 13-1 0834-31-1734 

泉原病院 周南市泉原町 10-1 0834-21-4511 

ふじもとメンタルクリニック 周南市有楽町 23 0834-33-3111 

岸本医院 周南市久米東神女 3201-1 0834-26-2191 

原田医院 周南市古川町 9-8 0834-62-1500 
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悩みを一人で抱え込んでいませんか？ 

いのちを守りたい 

悩みごと相談窓口一覧 

気づく 

家族や仲間の変化に気づ 

いて声をかけましょう。 

傾聴
けいちょう

 

本人の気持ちを尊重し耳を傾けま

しょう。助言を急がず、最後まで

話を聴きましょう。 

つなぐ 

早めに専門家や専門機関に相

談するように促しましょう。 

見守る 

あせらず温かく 

寄り添いながら 

じっくり見守りましょう。 

◎疲れているのに、2週間以上眠れない日が続いている 

◎食欲がなく、体重が減っている 

◎だるくて、食欲がわかない 
それは「うつ病」の 
サインかも！？ 

防府市 イラスト：細川貂々（「ツレがうつになりまして」著者） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こころの健康について 

相談内容 相談先 電話番号 相談日・受付時間 

心と体の健康に関する 

一般相談 
防府市保健センター 0835-24-2161 

8：15～17：00 

(土日･祝日･年始年末を除く) 

心と体の健康（障害者福

祉）に関する相談 
防府市障害福祉課 0835-25-2967 

8：15～17：00 

(土日･祝日･年始年末を除く) 

心と体の健康に関する 

相談 
山口健康福祉センター防府支所 0835-22-3740 

8：30～17：15 

(土日･祝日･年始年末を除く) 

心の健康全般に関する 

相談  

心の健康電話相談 

（山口県精神保健福祉センター内） 
083-901-1556 

9：00～11：30 

13：00～16：30 

(土日･祝日･年始年末を除く) 

「生きることがつらい」と

悩んでいる方やその家族

の相談  

いのちの情報ダイヤル“絆”  

（山口県精神保健福祉センター内） 
083-902-2679 

火・金（祝日･年始年末を除く） 

9：00～11：30 

13：00～16：30 

精神科受診など早急な 

対応に関する相談  

こころの救急電話相談 

（山口県立こころの医療センター内） 
0836-58-4455 24 時間対応 

経済や生活の問題について 

相談内容 相談先 電話番号 相談日・受付時間 

多重債務 
法テラス山口 

（山口県自治会館内） 
050-3383-5490 

9：00～17：00 

(土日･祝日･年始年末を除く) 

多重債務 
中国財務局 多重債務相談窓口 

（広島合同庁舎内） 
082-221-9206 

9：00～12：00 

13：00～17：00 

(土日･祝日･年始年末を除く) 

生活保護に関する相談 防府市社会福祉課 0835-25-2289 
8：15～17：00 

(土日･祝日･年始年末を除く) 

生活困窮に関する相談

（相談支援･就労支援） 

防府市自立相談支援センター 

（防府市社会福祉協議会内） 

0800-200-1578 

（フリーダイヤル） 8：15～17：00 

(土日･祝日･年始年末を除く) 
生活福祉資金の貸付け 防府市社会福祉協議会 0835-22-3907 

消費者トラブル 
防府市消費生活センター 

（防府市市政なんでも相談課内） 
0835-25-2129 

8：15～17：00 

(土日･祝日･年始年末を除く) 

労働や職場の問題について 

相談内容 相談先 電話番号 相談日・受付時間 

各種労働問題 労働ほっとライン 083-933-3232 
9：00～18：00  

(日･祝日･年始年末を除く) 

職業相談・職業紹介 ハローワーク防府 0835-22-3855 
8：30～17：15 

(土日･祝日･年始年末を除く) 

職業自立相談・支援 ほうふ若者サポートステーション 0835-28-3808 
9：30～17：30 

(日月･祝日･年始年末を除く) 

学校・教育・青少年について 

相談内容 相談先 電話番号 相談日・受付時間 

教育相談 防府市学校教育課 生活・安心相談 0835-23-1135 
 8：15～17：00 

(土日･祝日･年始年末を除く) 

いじめ・暴力・問題行動・
交友関係などについて 

２４時間子ども SOS ダイヤル 

（やまぐち総合教育支援センター） 
0120-0-78310 24 時間対応 

教育に関するあらゆるこ
と 

ふれあい総合テレホン 

（やまぐち総合教育支援センター） 
083-987-1240 

月・水・金 

8：30～17：15 

火・木 8：30～21：00 

青少年に関する悩み・心
配ごと 

ヤングテレホン防府 

（防府市青少年育成センター） 

0120-783474 

（なやみよなし）

0835-24-3232 

（携帯から） 

8：15～17：00 

(土日･祝日･年始年末を除く) 

子育て・子どもと親の健康について 

相談内容 相談先 電話番号 相談日・受付時間 

妊娠・出産・子育てに関す

る相談 

子育て応援室まんまるほうふ 

（防府市保健センター内） 
0835-24-8811 

8：15～17：00 

(土日･祝日･年始年末を除く) 乳幼児の健康・発達・子育

てについて 
防府市保健センター 0835-24-2161 

１８歳未満の子どもの健

全育成について 
防府市子育て支援課 こども相談室 0835-23-5300 

8：15～17：00 

(土日･祝日･年始年末を除く) 

１８歳未満の子どもの健

全育成について 
山口県中央児童相談所 083-902-2189 

8：30～17：15 

(土日･祝日･年始年末を除く) 

女性のさまざまな問題について 

相談内容 相談先 電話番号 相談日・受付時間 

DV 相談 

(男女間の暴力など) 
防府市社会福祉課 0835-25-2207 

8：15～17：00 

(土日･祝日･年始年末を除く) 

DV 相談 

(男女間の暴力など) 

山口県男女共同参画相談センター 

（配偶者暴力相談支援センター） 
083-901-1122 

月～金 8：30～22：00 

土･日 9：00～18：00 

(祝日･年始年末を除く) 

※面接相談は要予約 

性暴力被害相談 

やまぐち性暴力相談ダイヤル  

あさがお 

（山口県男女共同参画相談センター内） 

083-902-0889 24 時間対応 

女性犯罪被害の相談 
レディース・サポート１１０ 

（山口県警察本部人身安全対策課） 

0120-378387 

083-932-7830 

＃8103 

24 時間対応 

高齢者の方の相談について 

相談内容 相談先 電話番号 相談日・受付時間 

高齢者に関する相談（介

護・認知症・高齢者虐待など） 

防府市高齢福祉課  

（防府市地域包括支援センター） 
0835-25-2964 

8：15～17：00  

(土日･祝日･年始年末を除く) 

ひとりで悩まず、一度相談してみませんか？ 
（相談日時等は、変更する場合もありますので、詳細は各機関に 

お問合せください。） 
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