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人権全般

みんなの人権110番 
0570-003-110(ナビダイヤル）又は 
075-231-2001（IP電話等が利用できない場合）

子どもの人権110番
0120-007-110(フリーダイヤル）又は 
075-231-2000（IP電話等が利用できない場合）

女性の人権ホットライン
0570-070-810（ナビダイヤル）又は 
075-231-2014（IP電話等が利用できない場合）

原則第2木曜日
13時～16時（要予約）

月～金曜日
8時30分～
17時15分

原則第4木曜日
13時～16時（要予約）

左記のいずれかの
区役所にて
原則第３木曜日
13時15分～
16時15分（要予約）

京都地方法務局
人権擁護委員による
常設人権相談

人権擁護委員による
特設人権相談

京都市消費生活総合センター
（アーバネックス御池ビル西館4階）

左京区役所・下京区役所・
右京区役所・伏見区役所

京都府府民総合案内・相談
センター （京都府庁内）

075-366-0322（予約・問合せ）
075-366-0139（FAX）

（京都市文化市民局人権文化推進課）
※予約の受付は前日の正午まで
※事前予約がない場合の窓口は開設しません。

075-414-4235(予約電話番号）

相談日時※主な相談分野

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）

相談場所 電話番号

例えば，こんなときに御相談ください。
・家庭内や隣近所のもめごと，いじめ，暴力，虐待，差別などで困っているとき。
・インターネット上に自分のプライバシーを侵害する書込みが掲載されていて，困っているとき。
・LGBT等の性的少数者であることを理由に，人権侵害を受けたとき。
・毎日の生活の中で，これは人権上問題ではないだろうかと感じたとき。

左京区役所

伏見区役所

右京区役所

下京区役所の地図は15ページに掲載しています。

た と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 ご   そ うだ ん

かてい　 ない　　　となりきんじょ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼうりょく　 　ぎゃくたい　　　さべつ　　　　　　　　　こま

まい にち　　  せい  かつ　　　なか　　　　　　　　　　　　　じん  けんじょう もん だい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かん

とう　　　せい てき　しょうすうしゃ　　　　　　　　　　　　　　　り　ゆう　　　　　 じん  けん  しんがい　　　 う

じょう　　  じ　ぶん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しん がい　　　　　 かき　こ　　　　　　けい さい　　　　　　　　　　　　　　　 こま
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京都市男女共同参画センター
ウィングス京都

京都市
男女共同参画センター
ウィングス京都

京都市DV相談支援センター

主な相談分野

女性が直面する様々な悩みや
問題についての一般相談

法律相談（女性）（面接）

女性への暴力相談（面接）

男性のための相談（面接）

男性のためのDV電話相談

性別による人権侵害,男女共同参画の推進
に関する京都市の施策についての相談等
（京都市男女共同参画苦情等処理制度）

主な相談分野

配偶者等からの暴力相談
（女性の被害者専用）

女性・男女共同参画

女性の方
・夫婦間のトラブルなど，日常生活の中で直面する様々な問題で悩んでいる。
・離婚やそれに伴う財産分与など，法律上の問題を抱えている。
・仕事するうえでの不安やストレスを抱えている。
・DV及びデートDV（配偶者等や恋人等からの暴力）,セクシャル・ハラスメント
（性的嫌がらせ）に悩んでいる。

男性の方
・配偶者や恋人等からの暴力,仕事や人間関係,生き方,子育て,家族関係などに悩んで

いる。
男女共同参画苦情等処理制度

・身の周りで,おかしいな？女性だから？男性だから？と疑問に思っていることが
ある。

・DVかもしれないが,どこに相談したらいいのか分からない。
・逃げてきたけれど,何から始めればいいか分からない。
・精神的に立ち直れない。
☆例えば,こんな支援を行っています。
・相談　・カウンセリング　・緊急時における安全の確保に向けた支援（一時保護を除く。）
・自立生活促進のための支援　・保護命令に係る情報提供　・保護施設に関する情報提供

※DV=ドメスティック・バイオレンス
（配偶者（事実婚を含む。）や恋人など親密な関係にある，又はあった者から振るわれる暴力）

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）

①月,木,金,土曜日　
11時～18時30分　※受付は18時まで
②火曜日　
１１時～20時　※受付は19時３０分まで　

予約制　第１,第３金曜日　
13時３０分～16時

予約制

予約制　月４回土曜日　
時間は予約の際に御案内します

第２，第４火曜日
19時～21時　※受付は20時30分まで

※まず,電話で御相談ください。
（水，日曜日を除く）11時～18時

月～土曜日
9時～17時15分

075-212-7830
（相談・予約専用）

075-212-7460
(FAX)

075-277-1326

075-222-8124
（苦情等処理受付専用）

075-212-7460
(FAX)

075-874-4971
（DV相談専用）

075-874-7051
(緊急ホットライン)
※相談受付時間外はこちらへ

相談日時※相談場所 電話番号

相談日時※相談場所 電話番号

例えば，こんなときに御相談ください。

例えば，こんなときに御相談ください。

※「人権擁護委員による人権相談」の「女性の人権ホットライン」の相談
電話もあります。３ページを御覧ください。

たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 ご    そう  だん

じょせい　　　かた

だん せい　　　かた

だん じょ　きょうどうさんかく　く じょう とう しょ　 り　せい　ど

ふう   ふ　かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 にち じょうせい かつ　　　なか　　　ちょくめん　　　　　さま ざま　　　もん だい　　　 なや

り　こん　　　　　　　　　　ともな　　 ざい　さん ぶん   よ　　　　　　　　 ほう りつ じょう　　 もん だい　　　 かか

し　ごと　　　　　　　　　　　　　　　　ふ　あん　　　　　　　　　　　　　　　 かか

せい てき いや　　　　　　　　　　　　　なや

み　　　  まわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じょ せい　　　　　　　　　　 だん  せい　　　　　　　　　　　　　 ぎ　もん　　　おも

はい  ぐう しゃ　　　こい  びと とう　　　　　　　　ぼう りょく   し  ごと　　　 にん げん  かん けい　  い　　　  かた　  こ　そだ　　　　か　 ぞく かん  けい　　　　　　　　なや

およ　　　　　　　　　　　　　　　　 はい　ぐう しゃ とう　　　こい  びと とう　　　　　　　　ぼう りょく

たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 ご    そう  だん

そう だん　　　　　　　　　　　　　　　　　　 わ

に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なに　　　　　 はじ　　　　　　　　　　　　　　　　 わ

せい しん てき　　　  た　　　 なお

たと　　　　　　　　　　　　　　 し   えん　　 おこな

そう  だん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きんきゅう じ　　　　　　　　　　　あん ぜん　　　かく　 ほ　　　  む　　　　　　  し　えん　　　いち　じ　  ほ　 ご　　　 のぞ

じ　りつ せい かつ　そく  しん　　　　　　　　　　  し　えん　　　　　　ほ　 ご　めい  れい　　  かかわ　　じょうほう てい きょう　　　　　 ほ　 ご　  し　せつ　　　かん　　　　　じょうほう てい きょう

はい  ぐう しゃ　　　  じ　じつ こん　　　ふく　　　　　　　　　　  こい びと　　　　　 しん  みつ　　　かん  けい　　　　　　　　　　 また　　　　　　　　　　 もの　　　　　　 ふ　　　　　　　　　　  ぼう りょく　　　　　　　
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京都市DV相談支援センター

主な相談分野

女性が直面する様々な悩みや
問題についての一般相談

法律相談（女性）（面接）

女性への暴力相談（面接）

男性のための相談（面接）

男性のためのDV電話相談

性別による人権侵害,男女共同参画の推進
に関する京都市の施策についての相談等
（京都市男女共同参画苦情等処理制度）

主な相談分野

配偶者等からの暴力相談
（女性の被害者専用）

女性・男女共同参画

女性の方
・夫婦間のトラブルなど，日常生活の中で直面する様々な問題で悩んでいる。
・離婚やそれに伴う財産分与など，法律上の問題を抱えている。
・仕事するうえでの不安やストレスを抱えている。
・DV及びデートDV（配偶者等や恋人等からの暴力）,セクシャル・ハラスメント
（性的嫌がらせ）に悩んでいる。

男性の方
・配偶者や恋人等からの暴力,仕事や人間関係,生き方,子育て,家族関係などに悩んで

いる。
男女共同参画苦情等処理制度

・身の周りで,おかしいな？女性だから？男性だから？と疑問に思っていることが
ある。

・DVかもしれないが,どこに相談したらいいのか分からない。
・逃げてきたけれど,何から始めればいいか分からない。
・精神的に立ち直れない。
☆例えば,こんな支援を行っています。
・相談　・カウンセリング　・緊急時における安全の確保に向けた支援（一時保護を除く。）
・自立生活促進のための支援　・保護命令に係る情報提供　・保護施設に関する情報提供

※DV=ドメスティック・バイオレンス
（配偶者（事実婚を含む。）や恋人など親密な関係にある，又はあった者から振るわれる暴力）

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）

①月,木,金,土曜日　
11時～18時30分　※受付は18時まで
②火曜日　
１１時～20時　※受付は19時３０分まで　

予約制　第１,第３金曜日　
13時３０分～16時

予約制

予約制　月４回土曜日　
時間は予約の際に御案内します

第２，第４火曜日
19時～21時　※受付は20時30分まで

※まず,電話で御相談ください。
（水，日曜日を除く）11時～18時

月～土曜日
9時～17時15分

075-212-7830
（相談・予約専用）

075-212-7460
(FAX)

075-277-1326

075-222-8124
（苦情等処理受付専用）

075-212-7460
(FAX)

075-874-4971
（DV相談専用）

075-874-7051
(緊急ホットライン)
※相談受付時間外はこちらへ

相談日時※相談場所 電話番号

相談日時※相談場所 電話番号

例えば，こんなときに御相談ください。

例えば，こんなときに御相談ください。

※「人権擁護委員による人権相談」の「女性の人権ホットライン」の相談
電話もあります。３ページを御覧ください。

たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 ご    そう  だん

じょせい　　　かた

だん せい　　　かた

だん じょ　きょうどうさんかく　く じょう とう しょ　 り　せい　ど

ふう   ふ　かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 にち じょうせい かつ　　　なか　　　ちょくめん　　　　　さま ざま　　　もん だい　　　 なや

り　こん　　　　　　　　　　ともな　　 ざい　さん ぶん   よ　　　　　　　　 ほう りつ じょう　　 もん だい　　　 かか

し　ごと　　　　　　　　　　　　　　　　ふ　あん　　　　　　　　　　　　　　　 かか

せい てき いや　　　　　　　　　　　　　なや

み　　　  まわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じょ せい　　　　　　　　　　 だん  せい　　　　　　　　　　　　　 ぎ　もん　　　おも

はい  ぐう しゃ　　　こい  びと とう　　　　　　　　ぼう りょく   し  ごと　　　 にん げん  かん けい　  い　　　  かた　  こ　そだ　　　　か　 ぞく かん  けい　　　　　　　　なや

およ　　　　　　　　　　　　　　　　 はい　ぐう しゃ とう　　　こい  びと とう　　　　　　　　ぼう りょく

たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 ご    そう  だん

そう だん　　　　　　　　　　　　　　　　　　 わ

に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なに　　　　　 はじ　　　　　　　　　　　　　　　　 わ

せい しん てき　　　  た　　　 なお

たと　　　　　　　　　　　　　　 し   えん　　 おこな

そう  だん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きんきゅう じ　　　　　　　　　　　あん ぜん　　　かく　 ほ　　　  む　　　　　　  し　えん　　　いち　じ　  ほ　 ご　　　 のぞ

じ　りつ せい かつ　そく  しん　　　　　　　　　　  し　えん　　　　　　ほ　 ご　めい  れい　　  かかわ　　じょうほう てい きょう　　　　　 ほ　 ご　  し　せつ　　　かん　　　　　じょうほう てい きょう

はい  ぐう しゃ　　　  じ　じつ こん　　　ふく　　　　　　　　　　  こい びと　　　　　 しん  みつ　　　かん  けい　　　　　　　　　　 また　　　　　　　　　　 もの　　　　　　 ふ　　　　　　　　　　  ぼう りょく　　　　　　　

京都市
教育相談総合センター
(こども相談センターパトナ）
カウンセリングセンター

親と子のこころの電話 075-801-1177

075-254-1108
075-254-7901
(FAX)

京都市内在住又は京都市立
学校在籍の小学生・中学生
・高校生までの子ども及び
保護者に対する教育相談

京都市内の高校生までの子ども及び
保護者を対象とした子どもや子育て
に関する悩み全般についての相談

京都市在住又は京都市立学校在籍の
高校生までの子ども及び保護者から
の「いじめ」に関するメール相談

主な相談分野

主な相談分野

主な相談分野

主な相談分野

子育てや親子関係・友人関
係など様々な悩みを抱える
親や子のための相談電話

月，水，木，金，土曜日
（火曜日〔祝日の場合は翌日も〕,日・祝日・年末
年始は休み）
10時～16時30分

月～金：10時～21時 土：9時～17時 
日：10時～17時

（第２,第４水曜日・祝日・年末年始（12月２８日～１月
４日）を除く。）
各曜日とも受付時間は終了時刻の30分前まで
ただし，日曜日は日曜不登校相談を実施して
おり，継続的な面接相談は行っておりません。

相談日時

相談日時

子ども（教育相談）

子どもに関するいじめについてお悩みのとき

子どもに関する次のようなことでお悩みのとき
・不登校やいじめ　・友人関係　・性格や行動
・学習や学校生活　・その他,子どもや子育てについての気掛かりなこと

ふとうこう

こ　　　　　　　　　　　   かん　　　　　　　  つぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　  なや

ゆうじん　　かんけい せいかく　　　　　　こうどう

がくしゅう　　　　　がっこう　　  せいかつ 　　　　　　た　　   こ　　　　　　　　　　　　  こ　  そだ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  き　　がか

075-351-7834

いじめメール相談

こども相談
２４時間ホットライン ３６５日・２４時間対応

３６５日・２４時間対応

※ただし,メール相談の受付から返信
までに3日程度（土・日・祝・年末年始を
除く）をいただいております。

メールアドレス:
ijime-soudan-mail
@edu.city.kyoto.jp

相談日時名　称 電話番号

相談日時名　称 連絡先

こ　　　　　　　　　　 　 かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  　　　　なや

子どもや子育てに関する悩みごとをひとりで抱え込んでいませんか？
ひとりで悩まず，気軽にお電話ください。

こ　　　　　　　　こ そだ　　　　 かん　　　　　  なや　　　　　　　　　　　　　　　　　　かか　　　こ

なや　　　　　　　 きがる　　　　　  でんわ

こども相談24時間ホットライン
そう　だん　　　　　じ　　 かん

365日・24時間対応  075-351-7834
にち　　　　　　  じ　かん  たい  おう さあ　こ　い　　　　な　 や　 み　 よ

名　称 電話番号

相談場所 電話番号

例えば，こんなときに御相談ください。
た と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ご   そ うだ ん

例えば，こんなときに御相談ください。
たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　  そうだん

※「人権擁護委員による人権相談」の「子どもの人権110番」の相談電話も
あります。３ページを御覧ください。
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主な相談分野

主な相談分野

子育てに関する相談,
就学に関する相談,
教育に関する相談,
卒業生の生活・就労相談等

子どもの発達や障害に
関わる教育に関する相談

【共通】
月～金曜日
各総合支援学校に随時電話
で申し込み,相談日を調整し
てください。
９時30分～16時３０分

相談日時※相談場所・所在地・電話番号

相談日時※

月,火,木,金曜日
１０時～12時
13時～17時

子ども（教育相談）

・子どもの発達や障害に関する相談 
・子育てに関する相談
・進路や就労に関する相談
・教育や指導方法に関する相談
・生活や福祉制度等に関する相談

こ　　　　　　　　　　　　はったつ　　　　 　しょう  がい　　　　 かん　　　　　　　 　そう　だん　　　　　　

きょう　いく　　　　  し　   どう　 ほう　ほう　　　　  かん　　　　　　　　そう　 だん　　　　　

075-254-1155障害にかかわる子どもの教育電話相談

総合育成支援教育相談センター
「育（はぐくみ）支援センター
京都市立総合支援学校全校に設置
北：

白河：

東山：

東：

鳴滝：

西：

呉竹：

桃陽：

上京区堀川通寺之内上る２丁目上天神町650-1
075-431-6636
左京区岡崎東福ノ川町9-2
075-771-5510
東山区東大路通渋谷下る妙法院前側町４４１
075-561-3373
山科区大塚高岩３
075-594-6501
右京区音戸山山ノ茶屋町9-2
075-461-3221
西京区大枝北沓掛町1丁目21-21
075-332-4275
伏見区桃山福島太夫北町52
075-601-9104
伏見区深草大亀谷岩山町48-1
075-641-2634

名　称 電話番号

例えば，こんなときに御相談ください。
たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　  そうだん

※（祝日・お盆前後・年末年始を除く。）

※（祝日・お盆前後・年末年始を除く。）

※「人権擁護委員による人権相談」の「子どもの人権110番」の相談電話も
あります。３ページを御覧ください。

 こ　　そだ　　　　　　　　かん　　　　　　　　そうだん　　　　　　 

しん　 ろ　　　　　 しゅう　ろう　　　　かん　　　　　　　 　そう　だん

せい　かつ　　　　　ふく　  し　 せい　　  ど　  とう　　　　 かん　　　　　　　　 そう　だん
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主な相談分野

主な相談分野

子育てに関する相談,
就学に関する相談,
教育に関する相談,
卒業生の生活・就労相談等

子どもの発達や障害に
関わる教育に関する相談

【共通】
月～金曜日
各総合支援学校に随時電話
で申し込み,相談日を調整し
てください。
９時30分～16時３０分

相談日時※相談場所・所在地・電話番号

相談日時※

月,火,木,金曜日
１０時～12時
13時～17時

子ども（教育相談）

・子どもの発達や障害に関する相談 
・子育てに関する相談
・進路や就労に関する相談
・教育や指導方法に関する相談
・生活や福祉制度等に関する相談

こ　　　　　　　　　　　　はったつ　　　　 　しょう  がい　　　　 かん　　　　　　　 　そう　だん　　　　　　

きょう　いく　　　　  し　   どう　 ほう　ほう　　　　  かん　　　　　　　　そう　 だん　　　　　

075-254-1155障害にかかわる子どもの教育電話相談

総合育成支援教育相談センター
「育（はぐくみ）支援センター
京都市立総合支援学校全校に設置
北：

白河：

東山：

東：

鳴滝：

西：

呉竹：

桃陽：

上京区堀川通寺之内上る２丁目上天神町650-1
075-431-6636
左京区岡崎東福ノ川町9-2
075-771-5510
東山区東大路通渋谷下る妙法院前側町４４１
075-561-3373
山科区大塚高岩３
075-594-6501
右京区音戸山山ノ茶屋町9-2
075-461-3221
西京区大枝北沓掛町1丁目21-21
075-332-4275
伏見区桃山福島太夫北町52
075-601-9104
伏見区深草大亀谷岩山町48-1
075-641-2634

名　称 電話番号

例えば，こんなときに御相談ください。
たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　  そうだん

※（祝日・お盆前後・年末年始を除く。）

※（祝日・お盆前後・年末年始を除く。）

※「人権擁護委員による人権相談」の「子どもの人権110番」の相談電話も
あります。３ページを御覧ください。

 こ　　そだ　　　　　　　　かん　　　　　　　　そうだん　　　　　　 

しん　 ろ　　　　　 しゅう　ろう　　　　かん　　　　　　　 　そう　だん

せい　かつ　　　　　ふく　  し　 せい　　  ど　  とう　　　　 かん　　　　　　　　 そう　だん

児童相談所全国共通ダイヤル

子ども虐待SOS専用電話

189
イチハヤク

主な相談分野

主な相談分野

子どもの養護，虐待,非行,こころ
やからだの発達に関する相談

子どもの虐待に関する相談

子ども（児童福祉）
相談日時※

相談日時

月～金曜日
８時３０分～17時

24時間・３６５日対応

・子どもの虐待についての相談・通告
・子どもを育てる家庭環境に関する相談   
・子どもをより健やかに育てるための相談 
・子どもの行動に関する相談
・里親に関する相談    
・子どものこころやからだの発達に関する相談
・18歳以上の知的障害のある方の相談（京都市児童福祉センターのみ相談可） 

こ　　　　　　　　　　　そだ　　　　　　　　 か　　てい　 かん　きょう　　　  かん　　　　　　　　 そう　だん　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

こ　　　　　　　　　　　　　　　　 すこ　　　　　　　　　 　  そだ　　　　　　　　　　　　　　　　　 そう　だん

さと　おや　　　　  かん　　　　　　　　そう　だん

さい　  い　　じょう　　　　ち　　てき　 しょう がい　　　　　　　　　　　かた　　　　  そう　だん　　　　　きょう　と　　し　　  じ　 どう　   ふく　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 そう　だん　  か

京都市第二児童福祉センター
（所管区域：南,伏見区）

京都市児童福祉センター
（所管区域：南,伏見区以外）

075-801-1919

075-612-2727
075-612-2888
(FAX)

075-801-2929
075-822-4175
(FAX)

こども虐待SOS専用電話
ぎゃく　たい　えす  おー えす　せん　よう　   でん　　わ

24時間・365日対応  

075-801-1919

じ　かん　　　　　　　  にち たい  おう

子どもの虐待について，誰に相談していいのかわからない！
そんな時こそ，パニックにならないで電話で相談してください。
毎日いつでも，夜中でも大丈夫です。

こ　　　　　   ぎゃくたい　　　　　　　　  だれ　　そうだん

とき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でん わ　　  そう だん

まい にち　　　　　　　　　 よ なか　　　　だいじょうぶ

例えば，こんなときに御相談ください。
たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　 そう  だん

相談場所 電話番号

名　称 電話番号

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）

※「人権擁護委員による人権相談」の「子どもの人権110番」の相談電話も
あります。３ページを御覧ください。

こ　　　　　　　　　　 　 ぎゃく  たい　　　　　　　　　　　　　　　　　そう　だん　　　　　つう　こく　　

こ　　　　　　　　　　 　こう　どう　　　　  かん　　　　　　　   そう　 だん

こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  はっ　たつ　　　　  かん　　　　　　　　 そう　だん
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主な相談分野

ニート,ひきこもり,不登校
等の相談
（京都市内在住の30歳代
までの子ども・若者及びそ
の御家族)

京都市
中京青少年活動センター

京都市
教育相談総合センター
（こども相談センターパトナ）

子ども・若者

075-708-5440

075-213-5657

①月～土曜日（水曜日は休み）
１０時～20時

②日曜日，祝日
（12月29日～１月３日は休み）
１０時～17時

①月～金曜日
１０時～20時
（第２,第４水曜日は１０時～17時）

②土，日曜日
（祝日・12月28日～１月4日は休み）
１０時～17時

相談日時

ふ とう こう とう　　   しゃかい  せい かつ　　えん  かつ　　いとな　　　　　　　　　　   こん なん　　 ゆう　　　　　 こ　　　　　　　  わか もの　　　しゃかい さん　か　　　　しゃかいてき　じりつ

　ニート，ひきこもり，不登校等の社会生活を円滑に営むうえでの困難を有する子ども・若者の社会参加や社会的自立につ

いて，本人及び御家族から相談を受け付けています。

・外出が不安（家族以外と会話ができない，人に会うのが嫌）

・人と話すことが苦手（コミュニケーションが上手く取れない，人間関係が苦手）

・働くことが不安（働きたいが働けない，長続きしない）

・学校に行けない（不登校，友人関係の悩み）

・将来のことが不安（何をしたいのか分からない，学校を卒業・中退したが進路が決まっていない）

ほん にん およ　　　ご    か  ぞく　　　　  そう だん　　　う　　　  つ

がいしゅつ　　ふ  あん　　  か    ぞく い　がい  　　かい  わ　　　　　　　　  　　　　　  ひと　  　あ　　　　　　  　いや　　　　　

はたら　　　　　　　　   ふ　あん　　はたら　　　　　　　　はたら　　　　　　　　　ながつづ　　　　　　　　　　　　　　

しょうらい　　　　　　　　　ふ  あん　　  なに　　　　　　　　　　　　　　わ　　　　　　　　　　　　 がっ こう　　そつ ぎょう　 ちゅうたい　　　　　　  しん  ろ　　　 き

相談場所 電話番号

ひと　　はな　　　　　　　　　　にが て　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うま　　　　　と                              にんげん かん けい　　 にが  て

がっこう　　　い　　　　　　　　　　 ふ　とう こう　　 ゆうじん かん  けい        なや

例えば，こんなときに御相談ください。
たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　  そう だん
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主な相談分野

ニート,ひきこもり,不登校
等の相談
（京都市内在住の30歳代
までの子ども・若者及びそ
の御家族)

京都市
中京青少年活動センター

京都市
教育相談総合センター
（こども相談センターパトナ）

子ども・若者

075-708-5440

075-213-5657

①月～土曜日（水曜日は休み）
１０時～20時

②日曜日，祝日
（12月29日～１月３日は休み）
１０時～17時

①月～金曜日
１０時～20時
（第２,第４水曜日は１０時～17時）

②土，日曜日
（祝日・12月28日～１月4日は休み）
１０時～17時

相談日時

ふ とう こう とう　　   しゃかい  せい かつ　　えん  かつ　　いとな　　　　　　　　　　   こん なん　　 ゆう　　　　　 こ　　　　　　　  わか もの　　　しゃかい さん　か　　　　しゃかいてき　じりつ

　ニート，ひきこもり，不登校等の社会生活を円滑に営むうえでの困難を有する子ども・若者の社会参加や社会的自立につ

いて，本人及び御家族から相談を受け付けています。

・外出が不安（家族以外と会話ができない，人に会うのが嫌）

・人と話すことが苦手（コミュニケーションが上手く取れない，人間関係が苦手）

・働くことが不安（働きたいが働けない，長続きしない）

・学校に行けない（不登校，友人関係の悩み）

・将来のことが不安（何をしたいのか分からない，学校を卒業・中退したが進路が決まっていない）

ほん にん およ　　　ご    か  ぞく　　　　  そう だん　　　う　　　  つ

がいしゅつ　　ふ  あん　　  か    ぞく い　がい  　　かい  わ　　　　　　　　  　　　　　  ひと　  　あ　　　　　　  　いや　　　　　

はたら　　　　　　　　   ふ　あん　　はたら　　　　　　　　はたら　　　　　　　　　ながつづ　　　　　　　　　　　　　　

しょうらい　　　　　　　　　ふ  あん　　  なに　　　　　　　　　　　　　　わ　　　　　　　　　　　　 がっ こう　　そつ ぎょう　 ちゅうたい　　　　　　  しん  ろ　　　 き

相談場所 電話番号

ひと　　はな　　　　　　　　　　にが て　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うま　　　　　と                              にんげん かん けい　　 にが  て

がっこう　　　い　　　　　　　　　　 ふ　とう こう　　 ゆうじん かん  けい        なや

例えば，こんなときに御相談ください。
たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　  そう だん

相談場所 電話番号

月～金曜日
11時～19時

主な相談分野

障害のある方や，難
病患者等のサービス
の利用や権利擁護に
関する相談

・ヘルパーや施設等，福祉サービスを利用したいがどこに相談すればいいか分からないとき。
・障害のある御家族の介護・支援のことでお困りのとき。
（電話相談のほか，必要に応じて関係機関との連携調整などの支援も行います。）

し　  せつ　 とう　　　　　ふく　  し　　　　　　　　　　　　　　　　　　  り　   よう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  そう　だん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

でん　　わ　　 そう　 だん　　　　　　　　　　　　　　　　ひつ　よう　　　　　 おう　　　　　　　　  かん　   けい　   き　  かん　　　　　　　　　れん　  けい　ちょう  せい　　　　　　　　　　　　   し　　えん　　　　  おこな

相談日時※

075-462-0808
075-462-0885(FAX)

075-752-0106
075-752-0107(FAX)

075-705-2850
075-703-2705(FAX)

075-417-1630
075-451-3619(FAX)

075-813-0503
075-813-0520(FAX)

075-692-1139
075-691-4102(FAX)

075-591-8856
075-502-0084(FAX)

075-574-2800
075-574-0025(FAX)

075-634-5568
075-634-5574(FAX)

075-813-1922
075-813-1922(FAX)

075-392-1051
075-392-0268(FAX)

075-335-0063
075-331-1612(FAX)

075-604-6159
075-604-6155(FAX)

075-605-5752
075-605-5465(FAX)

075-641-2560
075-642-3893(FAX)

京都市北部障害者地域生活支援センター「ほくほく」
北区紫野花ノ坊町50番地　鳥居寮内

京都市北部障害者地域生活支援センター「きらリンク」
左京区浄土寺上馬場町117-1
ファーイースト白川通1階中

京都市北部障害者地域生活支援センター「らしく」
左京区高野蓼原町43-1

京都市中部障害者地域生活支援センター「にしじん」
上京区西堀川通元誓願寺上る竪門前町414
西陣産業会館１階

京都市中部障害者地域生活支援センター「なごやか｣
中京区壬生仙念町30番地
京都市地域リハビリテーション推進センター建物内

京都市中部障害者地域生活支援センター「らくなん」
南区吉祥院西定成町35
京都市洛南身体障害者福祉会館内

京都市東部障害者地域生活支援センター「らくとう」
山科区竹鼻外田町８　エスポワール京都101号

京都市東部障害者地域生活支援センター
「からしだねセンター」
山科区勧修寺東出町75

京都市東部障害者地域生活支援センター「だいご」
伏見区醍醐高畑町30-1
パセオダイゴロー西館４階

京都市西部障害者地域生活支援センター「うきょう」
右京区山ノ内北ノ口町５-１　ラ・ポーム田中1階

京都市西部障害者地域生活支援センター「西京」
西京区上桂宮ノ後町３９番地

京都市西部障害者地域生活支援センター「らくさい」
西京区大原野東境谷町２-５-９　洛西センタービル305

京都市南部障害者地域生活支援センター「あいりん」
伏見区向島二ノ丸町151-34

京都市南部障害者地域生活支援センター「かけはし」
伏見区両替町９丁目275-1

京都市南部障害者地域生活支援センター「ふかくさ」
伏見区撞木町1155番1　伏見センター内

例えば，こんなときに御相談ください。
たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　 そう  だん

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）

北
区

　
　
　左
京
区

上
京
区

　中
京
区

　下
京
区

　南
区

東
山
区 

山
科
区 

伏
見
区（
醍
醐
支
所
管
内
に
限
る
）

右
京
区

　西
京
区

伏
見
区（
醍
醐
支
所
管
内
を
除
く
）

しょう  がい　　　　　　　　　　　　ご　    か　 ぞく　　　　　かい　  ご　　　　　   し　　えん　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　こま　　　　　　

障害のある方
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相談場所 電話番号

北区役所保健福祉センター
障害保健福祉課

上京区役所保健福祉センター
障害保健福祉課

左京区役所保健福祉センター
障害保健福祉課

中京区役所保健福祉センター
障害保健福祉課

東山区役所保健福祉センター
障害保健福祉課

山科区役所保健福祉センター
障害保健福祉課

下京区役所保健福祉センター
障害保健福祉課

南区役所保健福祉センター
障害保健福祉課

右京区役所保健福祉センター
障害保健福祉課

右京区役所京北出張所
保健福祉第一担当

西京区役所保健福祉センター
障害保健福祉課

西京区役所洛西支所保健福祉センター
障害保健福祉課

伏見区役所保健福祉センター
障害保健福祉課

伏見区役所深草支所保健福祉センター
障害保健福祉課

伏見区役所醍醐支所保健福祉センター
障害保健福祉課

京都市役所

京都市役所前駅

河原町駅

河
原
町
通

京
阪
電
鉄

川
端
通

川
端
通

祗
園
四
条
駅

三
条
京
阪
駅

寺
町
通

鴨
川

阪急京都線
四条通

三条通

御池通地下鉄東西線地下鉄東西線

京都市
障害保健福祉推進室

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）

主な相談分野

養護者による虐待の相
談，届出・通報

障害者福祉施設従事者
又は使用者による虐待
の相談, 届出・通報

　家族等の養護者，施設等の従事者，又は雇用主等の使用者により，障害の
ある方が暴行，わいせつな行為，著しい暴言等の虐待を受けたとき，又は虐
待を受けたと思われる障害のある方を発見したとき。

相談日時※

月～金曜日
８時３０分～
17時

月～金曜日
８時４５分～
17時３０分

例えば，こんなときに御相談ください。

075-432-1285
075-451-0611(FAX)
075-441-5121
075-432-2025(FAX)
075-702-1131
075-791-9616(FAX)

保健福祉局 障害保健福祉推進室
（Ｙ・Ｊ・Ｋビル３階）

075-812-2594
075-822-7151(FAX)

075-561-9130
075-531-2869(FAX)
075-592-3479
075-592-3059(FAX)

075-371-7217
075-351-9028(FAX)
075-681-3282
075-691-1397(FAX)

075-861-1451
075-861-4678(FAX)

075-852-1815
075-852-1814(FAX)
075-381-7666
075-393-0867(FAX)
075-332-9275
075-332-8186(FAX)
075-611-2392
075-611-1166(FAX)
075-642-3574
075-641-7326(FAX)
075-571-6372
075-571-2973(FAX)

075-222-4161
075-251-2940(FAX)

たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　 そう　だん

か　ぞく　とう　　 よう　 ご　しゃ　　　 し　せつ  とう　　　じゅうじ　しゃ　　　また　　　  こ　よう ぬし とう　　　  し　よう  しゃ　　　　　　　　　　しょうがい　

かた　　　ぼう こう　　　　　　　　　　　　　　　 こう　い　　　いちじる　　　　ぼう  げん とう　　　ぎゃくたい　　　う　　　　　　　　　　　　　 また　　　ぎゃく

たい　　　 う　　　　　　　　  おも　　　　　　　 しょうがい　　　　　　　　かた　　　はっけん

障害のある方
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相談場所 電話番号

北区役所保健福祉センター
障害保健福祉課

上京区役所保健福祉センター
障害保健福祉課

左京区役所保健福祉センター
障害保健福祉課

中京区役所保健福祉センター
障害保健福祉課

東山区役所保健福祉センター
障害保健福祉課

山科区役所保健福祉センター
障害保健福祉課

下京区役所保健福祉センター
障害保健福祉課

南区役所保健福祉センター
障害保健福祉課

右京区役所保健福祉センター
障害保健福祉課

右京区役所京北出張所
保健福祉第一担当

西京区役所保健福祉センター
障害保健福祉課

西京区役所洛西支所保健福祉センター
障害保健福祉課

伏見区役所保健福祉センター
障害保健福祉課

伏見区役所深草支所保健福祉センター
障害保健福祉課

伏見区役所醍醐支所保健福祉センター
障害保健福祉課

京都市役所

京都市役所前駅

河原町駅

河
原
町
通

京
阪
電
鉄

川
端
通

川
端
通

祗
園
四
条
駅

三
条
京
阪
駅

寺
町
通

鴨
川

阪急京都線
四条通

三条通

御池通地下鉄東西線地下鉄東西線

京都市
障害保健福祉推進室

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）

主な相談分野

養護者による虐待の相
談，届出・通報

障害者福祉施設従事者
又は使用者による虐待
の相談, 届出・通報

　家族等の養護者，施設等の従事者，又は雇用主等の使用者により，障害の
ある方が暴行，わいせつな行為，著しい暴言等の虐待を受けたとき，又は虐
待を受けたと思われる障害のある方を発見したとき。

相談日時※

月～金曜日
８時３０分～
17時

月～金曜日
８時４５分～
17時３０分

例えば，こんなときに御相談ください。

075-432-1285
075-451-0611(FAX)
075-441-5121
075-432-2025(FAX)
075-702-1131
075-791-9616(FAX)

保健福祉局 障害保健福祉推進室
（Ｙ・Ｊ・Ｋビル３階）

075-812-2594
075-822-7151(FAX)

075-561-9130
075-531-2869(FAX)
075-592-3479
075-592-3059(FAX)

075-371-7217
075-351-9028(FAX)
075-681-3282
075-691-1397(FAX)

075-861-1451
075-861-4678(FAX)

075-852-1815
075-852-1814(FAX)
075-381-7666
075-393-0867(FAX)
075-332-9275
075-332-8186(FAX)
075-611-2392
075-611-1166(FAX)
075-642-3574
075-641-7326(FAX)
075-571-6372
075-571-2973(FAX)

075-222-4161
075-251-2940(FAX)

たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　 そう　だん

か　ぞく　とう　　 よう　 ご　しゃ　　　 し　せつ  とう　　　じゅうじ　しゃ　　　また　　　  こ　よう ぬし とう　　　  し　よう  しゃ　　　　　　　　　　しょうがい　

かた　　　ぼう こう　　　　　　　　　　　　　　　 こう　い　　　いちじる　　　　ぼう  げん とう　　　ぎゃくたい　　　う　　　　　　　　　　　　　 また　　　ぎゃく

たい　　　 う　　　　　　　　  おも　　　　　　　 しょうがい　　　　　　　　かた　　　はっけん

障害のある方

身体障害のある方
に係る法律相談

身体障害のある方
に係る住環境相談

身体障害のある方
に係る結婚相談

主な相談分野

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）

相談場所 電話番号

075-822-0770
075-406-0790(FAX)

075-822-0779
075-406-0790(FAX)

075-682-1593
(FAX兼用)

公益社団法人 
京都市身体障害者団体連合会
京都市みぶ身体障害者福祉会館内

京都市身体障害者結婚相談所
京都市洛南身体障害者福祉会館内

第２,第４火曜日
（祝日の場合は第3火曜日）
（予約優先）１３時～14時30分

第２,第４土曜日（要事前申込）
（予約優先）14時～17時

月,木,土曜日，第２日曜日
（翌日の月曜日は休所）
13時～17時

相談日時※

例えば，こんなときに御相談ください。
公益社団法人　京都市身体障害者団体連合会
（法律相談）
（住環境相談）

京都身体障害者結婚相談所
（結婚相談）

人権問題，離婚，相続や借金など法律的な知識を要する問題を解決したいとき。
段差の解消，風呂やトイレの改造など，バリアフリーのための住宅改造について相談したい
とき。

身体障害のある方が結婚相手を探したいとき。

たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　 そう　だん

こう えき しゃ だん  ほう じん　　　きょうと　 し　しん  たい しょうがいしゃ だん たい　れん ごう かい

きょうと  しん たい しょうがい しゃ  けっ こん  そう だん じょ

ほう　りつ　そう　だん　　　　　 じん けん もん だい　　　 り　 こん　　　そうぞく　　　しゃっきん　　　　　ほう りつ てき　　　  ち  しき　　　よう　　　　　 もん だい　　　かい けつ　　

じゅうかんきょうそうだん　　　　だん　さ　　　 かいしょう　　   ふ　 ろ　　　　　　　　　　　　　 かい  ぞう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゅうたく かい ぞう　　　　　　　　　　 そう だん

けっ   こん　そう　だん　　　　　しん たい しょうがい　　　　　　　　　　　　けっこん あい  て　　　 さが

障害のある方（身体障害）
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一般社団法人
京都手をつなぐ育成会
京都社会福祉会館１階

相談場所 電話番号主な相談分野

知的障害のある方に係る
人権,教育,療育,就労等の
諸相談,弁護士による法律
相談

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）

075-812-1711
（相談専用）
075-812-1701
(FAX)

相談日時※

電話相談　月～土曜日
月～金：９時～17時 土：９時～12時

面談相談（専門相談）随時
（要事前予約）９時３０分～16時

面接相談（法律相談）
原則第１,第3土曜日９時～12時

（要事前予約）９時３０分～16時

（専門相談）
・嫌がらせがあったとき，周りや勤め先の人との関係について相談したいとき。
・将来への不安，今後の進路や，日頃の暮らしでの問題を相談したいとき。
・青年学級や就労事業所などの施設の空き状況や，専門機関を知りたいとき。
（法律相談）

・財産相続，クレジット被害，権利の侵害，近隣トラブル，後見制度，法律が絡
む問題などを相談したいとき。

いや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  まわ　　　　  　つと　　　 さき　　 　ひと　　　　　 かん　けい　　　　　　　　　　  そう だん　　　

しょう らい　　　　　   ふ　あん　　　 こん　ご　　　  しん　ろ　　　　　　  ひ　ごろ　　　 く　　　　　　　　　　　 もん  だい　　　 そう  だん

せい ねん   がっ  きゅう　　 しゅうろう 　じ　ぎょう  しょ　　　　　　　　  し　せつ　　　  あ　　　  じょうきょう　　　　　せん  もん　き　 かん　　　  し

ざい　さん　そうぞく　　　　　　　　　　　　　　  　   ひ  がい　　 　 けん   り　　　  しん  がい　　　きん りん　　　　　　　　　　　  　  こう  けん  せい　ど　　　  ほう   りつ　　　から

ほうりつ　そう だん

せん  もん  そう  だん

例えば，こんなときに御相談ください。
たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ご　  そう  だん

京都市立病院

京都市こころの健康増進センター

ラポール
京都

西
大
路
通

御
前
通

四条通

五条通

西 院 駅
京福電鉄

阪急電鉄

市バス
四条御前通

西 院 駅

京都市こころの健康増進センター
（京都市地域リハビリテーション推進センター
建物内）

075-321-5560

月～金曜日
※来所相談については完全予約制
９時～12時　13時～16時

第２,第４木曜日（完全予約制）
13時30分～16時30分

月～金曜日
月,火，水：９時～12時 
木,金：13時～16時

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）

相談日時※主な相談分野

こころの問題についての
電話相談

精神障害のある方に係る
法律相談

自死遺族・自殺予防こころの
相談電話
「きょう・こころ・ほっとでんわ」

075-314-0874
（相談専用）

相談場所 電話番号

例えば，こんなときに御相談ください。
こころの健康に関する様々な相談を，専用電話でお受けしています。
相談内容によって，予約制で来所による相談（相談員による面接，精神

科医による診察など）を行っています。
また，精神障害者法律相談では，精神障害のある方及びその家族等を対

象に，相談をお受けしています。いずれも相談専用電話へお願いします。
自死遺族・自殺予防こころの相談電話「きょう・こころ・ほっとでんわ」

では，自死により親しい人を失った辛さ，その他様々なこころの相談を傾
聴し，気持ちを整理しながら一緒に考えていきます。

※京都市児童福祉センター等における相談もあります。７ページを
御覧ください。

　　 もん　だい　　　　　　　　そう　だん

たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ご　  そう  だん

けん こう　　　 かん　　　　　　さまざま　　　　そう だん　　　　　  せん よう  でん　わ　　　　　　　う

そう だん  ない  よう　　　　　　　　　　　　　　 よ　やく　せい　　　 らい しょ　　　　　　　　　そう だん　　　　そう だん  いん　　　　　　　　 めん  せつ　　　 せい  しん

か　  い　　　　　　　　　しん さつ　　　　　　　　　　  おこ

せい　しん しょう がい　しゃ　ほう りつ　そう　だん　　　　　　　　せい　しん しょう がい　　　　　　　　 かた  およ　　　　　　　　　か　 ぞく　とう　　　たい

しょう　　　　　 そう だん　　　　　　う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そう だん　せん よう  でん　わ　　　　　　 ねが

じ　　し　  い　ぞく　　　  じ　さつ　 よ　ぼう　　　　　　　　　　　そう  だん  でん  わ

じ　　し　  　　　　　　　した　　　　　　ひと　　  うしな　　　　　 つら　　　　　　　　　　　 た　 さま　ざま　　　　　　　　　　　　　　そう だん　　　 けい

ちょう　　　　　  き　 も　　　　　　 せい　り　　　　　　　　　　　　いっしょ　　　かんが

障害のある方（知的障害）

障害のある方（精神障害）
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一般社団法人
京都手をつなぐ育成会
京都社会福祉会館１階

相談場所 電話番号主な相談分野

知的障害のある方に係る
人権,教育,療育,就労等の
諸相談,弁護士による法律
相談

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）

075-812-1711
（相談専用）
075-812-1701
(FAX)

相談日時※

電話相談　月～土曜日
月～金：９時～17時 土：９時～12時

面談相談（専門相談）随時
（要事前予約）９時３０分～16時

面接相談（法律相談）
原則第１,第3土曜日９時～12時

（要事前予約）９時３０分～16時

（専門相談）
・嫌がらせがあったとき，周りや勤め先の人との関係について相談したいとき。
・将来への不安，今後の進路や，日頃の暮らしでの問題を相談したいとき。
・青年学級や就労事業所などの施設の空き状況や，専門機関を知りたいとき。
（法律相談）

・財産相続，クレジット被害，権利の侵害，近隣トラブル，後見制度，法律が絡
む問題などを相談したいとき。

いや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  まわ　　　　  　つと　　　 さき　　 　ひと　　　　　 かん　けい　　　　　　　　　　  そう だん　　　

しょう らい　　　　　   ふ　あん　　　 こん　ご　　　  しん　ろ　　　　　　  ひ　ごろ　　　 く　　　　　　　　　　　 もん  だい　　　 そう  だん

せい ねん   がっ  きゅう　　 しゅうろう 　じ　ぎょう  しょ　　　　　　　　  し　せつ　　　  あ　　　  じょうきょう　　　　　せん  もん　き　 かん　　　  し

ざい　さん　そうぞく　　　　　　　　　　　　　　  　   ひ  がい　　 　 けん   り　　　  しん  がい　　　きん りん　　　　　　　　　　　  　  こう  けん  せい　ど　　　  ほう   りつ　　　から

ほうりつ　そう だん

せん  もん  そう  だん

例えば，こんなときに御相談ください。
たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ご　  そう  だん

京都市立病院

京都市こころの健康増進センター

ラポール
京都

西
大
路
通

御
前
通

四条通

五条通

西 院 駅
京福電鉄

阪急電鉄

市バス
四条御前通

西 院 駅

京都市こころの健康増進センター
（京都市地域リハビリテーション推進センター
建物内）

075-321-5560

月～金曜日
※来所相談については完全予約制
９時～12時　13時～16時

第２,第４木曜日（完全予約制）
13時30分～16時30分

月～金曜日
月,火，水：９時～12時 
木,金：13時～16時

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）

相談日時※主な相談分野

こころの問題についての
電話相談

精神障害のある方に係る
法律相談

自死遺族・自殺予防こころの
相談電話
「きょう・こころ・ほっとでんわ」

075-314-0874
（相談専用）

相談場所 電話番号

例えば，こんなときに御相談ください。
こころの健康に関する様々な相談を，専用電話でお受けしています。
相談内容によって，予約制で来所による相談（相談員による面接，精神

科医による診察など）を行っています。
また，精神障害者法律相談では，精神障害のある方及びその家族等を対

象に，相談をお受けしています。いずれも相談専用電話へお願いします。
自死遺族・自殺予防こころの相談電話「きょう・こころ・ほっとでんわ」

では，自死により親しい人を失った辛さ，その他様々なこころの相談を傾
聴し，気持ちを整理しながら一緒に考えていきます。

※京都市児童福祉センター等における相談もあります。７ページを
御覧ください。

　　 もん　だい　　　　　　　　そう　だん

たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ご　  そう  だん

けん こう　　　 かん　　　　　　さまざま　　　　そう だん　　　　　  せん よう  でん　わ　　　　　　　う

そう だん  ない  よう　　　　　　　　　　　　　　 よ　やく　せい　　　 らい しょ　　　　　　　　　そう だん　　　　そう だん  いん　　　　　　　　 めん  せつ　　　 せい  しん

か　  い　　　　　　　　　しん さつ　　　　　　　　　　  おこ

せい　しん しょう がい　しゃ　ほう りつ　そう　だん　　　　　　　　せい　しん しょう がい　　　　　　　　 かた  およ　　　　　　　　　か　 ぞく　とう　　　たい

しょう　　　　　 そう だん　　　　　　う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そう だん　せん よう  でん　わ　　　　　　 ねが

じ　　し　  い　ぞく　　　  じ　さつ　 よ　ぼう　　　　　　　　　　　そう  だん  でん  わ

じ　　し　  　　　　　　　した　　　　　　ひと　　  うしな　　　　　 つら　　　　　　　　　　　 た　 さま　ざま　　　　　　　　　　　　　　そう だん　　　 けい

ちょう　　　　　  き　 も　　　　　　 せい　り　　　　　　　　　　　　いっしょ　　　かんが

障害のある方（知的障害）

障害のある方（精神障害）
高次脳機能障害専門相談

月～金曜日
  8時30分～12時
13時～16時

相談日時※相談場所 電話番号主な相談分野

075-823-1658
075-842-1541（FAX）

例えば，こんなときに御相談ください。

例えば，こんなときに御相談ください。

 高次脳機能障害に関連した日常生活や社会生活上のお困りごとについて，支援コーディネーターが御相談に応
じます。
《病気や事故で脳を損傷した後に…》

・退院して家に帰ってきた本人の様子が前と違う。家族としてどう接したらいい？
・ヘルパーなど福祉のサービスでどんな支援を受けることができる？
・元の仕事に戻れる？仕事が続かないけれど，どうしたらいい？
・同じ障害のある人と話がしたい。家族の集まりはある？
・障害者手帳や障害年金等，利用できる制度のことを知りたい。

京都市発達障害者支援センターかがやき
075-841-0375
075-841-0381
(FAX)

主な相談分野

発達障害に関する相談支援,
発達支援,普及啓発及び研修

相談日時電話番号相談場所

月～金曜日
　９時～12時
13時～17時

発達障害のある方（18歳以上）や御家族が，日常生活を営むに当たりお困り
になっているとき，就労に向けて支援を希望されるとき。

京都市立病院

ラポール
京都

西
大
路
通

御
前
通

四条通

五条通

西院駅
京福電鉄

阪急電鉄

市バス
四条御前通

西院駅

京都市
地域リハビリテーション推進センター

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）

※京都市児童福祉センター等における相談もあります。７ページを御覧
ください。

たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ご　  そう  だん

はったつ しょう がい　　　　　　　　 かた　　　　　　さい　 い　じょう　　　　　  ご　 か　 ぞく　　　　　　にち じょう せい かつ　　　いとな　　　　　 あ　　　　　　　　　こま

しゅう ろう　　　  む　　　　　　  し　えん　　　  き　 ぼう

たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ご　  そう  だん

こう　 じ　のう　 き　のう しょう がい　　　 かん  れん　　　　　 にち じょう せい　かつ　　　 しゃ  かい せい　かつ じょう　　　　　 こま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　えん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　そう　だん　　  おう

びょう き　　　　 じ　 こ　　　　のう　　　 そん しょう　　　　　あと

たい いん　　　　　  いえ　　　かえ　　　　　　　　　　  ほん  にん　　　 よう　す　　　  まえ　　　 ちが　　　　　　か　ぞく　　　　　　　　　　　　　 せっ　　　　　

もと　　　  し　ごと　　　 もど　　　　　　　　  し　ごと　　　 つづ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

おな　　　しょう がい　　　　　　　　ひと　　　はなし　　　　　　　　　　　　　か　ぞく　　　あつ

しょう がい  しゃ　て　ちょう　　  しょう がい  ねん  きん  とう　　　  り　 よう　　　　　　　　 せい　ど　　　　　　　　　　　  し

ふく　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　 えん　　　 う

京都市高次脳機能障害者支援センター
（京都市地域リハビリテーション推進センター建物内）

障害のある方（発達障害）

障害のある方 (高次脳機能障害)
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例えば，こんなときに御相談ください。

主な相談分野 相談場所 電話番号

HIV（エイズ）に
関する相談

北医療衛生コーナー（北区役所内）

上京医療衛生コーナー（上京区役所内）

左京医療衛生コーナー（左京区役所内）

中京医療衛生コーナー（中京区役所内）

東山医療衛生コーナー（東山区役所内）

山科医療衛生コーナー（山科区役所内）

下京医療衛生コーナー（下京区役所内）

南医療衛生コーナー（南区役所内）

右京医療衛生コーナー（右京区役所内）

西京医療衛生コーナー（西京区役所内）

洛西医療衛生コーナー（西京区役所洛西支所内）

伏見医療衛生コーナー（伏見区役所内）

深草医療衛生コーナー（伏見区役所深草支所内）

醍醐医療衛生コーナー（伏見区役所醍醐支所内）

月～金曜日
8 時 4 5 分 ～
17時30分

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）

相談日時※

075-222-4421
075-222-4062（FAX)

075-366-6085
075-432-3050(FAX)

075-366-3748
075-441-3020(FAX)

075-354-5132
075-702-1355(FAX)

075-366-8609
075-812-0188(FAX)

075-354-5086
075-541-3288(FAX)

075-634-8631
075-502-1677(FAX)

075-354-5209
075-371-6766(FAX)

075-606-1325
075-681-5557(FAX)

075-366-0115
075-861-7899(FAX)

075-748-9058
075-381-6266(FAX)

075-874-2275
075-332-8255(FAX)

075-574-7170
075-611-0707(FAX)

075-644-9105
075-642-3345(FAX)

075-644-6324
075-571-2115(FAX)

月～金曜日
8時30分～
17時

京都市保健福祉局医療衛生推進室 健康安全課
（京都朝日ビル７階）

京都市役所前

柳
馬
場
通 京都御池中●

ホテル本能寺●↑

京都市保健福祉局
健康安全課

・HIV（エイズ）の感染が心配。
・HIV（エイズ）の検査（無料・匿名）を受けたい。

たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ご　  そう  だん

かん せん　　　 しん  ぱい

けん　さ　　　　 む　りょう　　  とく　めい　　　　　　う

感染症（HIV・エイズ）
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例えば，こんなときに御相談ください。

主な相談分野 相談場所 電話番号

HIV（エイズ）に
関する相談

北医療衛生コーナー（北区役所内）

上京医療衛生コーナー（上京区役所内）

左京医療衛生コーナー（左京区役所内）

中京医療衛生コーナー（中京区役所内）

東山医療衛生コーナー（東山区役所内）

山科医療衛生コーナー（山科区役所内）

下京医療衛生コーナー（下京区役所内）

南医療衛生コーナー（南区役所内）

右京医療衛生コーナー（右京区役所内）

西京医療衛生コーナー（西京区役所内）

洛西医療衛生コーナー（西京区役所洛西支所内）

伏見医療衛生コーナー（伏見区役所内）

深草医療衛生コーナー（伏見区役所深草支所内）

醍醐医療衛生コーナー（伏見区役所醍醐支所内）

月～金曜日
8 時 4 5 分 ～
17時30分

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）

相談日時※

075-222-4421
075-222-4062（FAX)

075-366-6085
075-432-3050(FAX)

075-366-3748
075-441-3020(FAX)

075-354-5132
075-702-1355(FAX)

075-366-8609
075-812-0188(FAX)

075-354-5086
075-541-3288(FAX)

075-634-8631
075-502-1677(FAX)

075-354-5209
075-371-6766(FAX)

075-606-1325
075-681-5557(FAX)

075-366-0115
075-861-7899(FAX)

075-748-9058
075-381-6266(FAX)

075-874-2275
075-332-8255(FAX)

075-574-7170
075-611-0707(FAX)

075-644-9105
075-642-3345(FAX)

075-644-6324
075-571-2115(FAX)

月～金曜日
8時30分～
17時

京都市保健福祉局医療衛生推進室 健康安全課
（京都朝日ビル７階）

京都市役所前

柳
馬
場
通 京都御池中●

ホテル本能寺●↑

京都市保健福祉局
健康安全課

・HIV（エイズ）の感染が心配。
・HIV（エイズ）の検査（無料・匿名）を受けたい。

たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ご　  そう  だん

かん せん　　　 しん  ぱい

けん　さ　　　　 む　りょう　　  とく　めい　　　　　　う

感染症（HIV・エイズ）

下京区役所

京都駅

塩小路通

七条通
市バス七条烏丸

市バス七条
西洞院

烏
丸
通

新
町
通

西
洞
院
通

市バス下京区
総合庁舎前 市バス京都駅

（医療衛生コーナー） 西大路通

西京高・
付属中

西大路御池駅御池通

京都工場
保健会

太子道

丸太町通

佐
井
通

佐
井
西
通

JR山陰線

西
小
路
通

地下鉄東西線

主な相談分野 実施場所

電話番号

下京区役所１階　　北側入口
（医療衛生コーナー）

下京区役所１階　　北側入口
（医療衛生コーナー）

昼間HIV検査
（無料・匿名・予約不要）

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）

※性感染症（梅毒・淋菌・クラミジア等）検査も同時に受検できます。
※検査結果は受検から10日後以降の昼間検査日時に面接でお伝えします。

検査日時※

主な相談分野 実施場所 検査日時※

月，金曜日　13時30分～15時
火，水曜日　9時～10時30分

夜間ＨＩＶ即日検査
（無料・匿名・要予約）

木曜日　
18時～19時30分

※性感染症（梅毒・淋菌・クラミジア等）検査も同時に受検できます。
※HIV検査結果は当日の約1時間半後の面接でお伝えします。性感染症検査結果は,次々回以降の土日検査実施日時
にお伝えします。

※要予約
075-222-4249
（京都市健康安全課）
予約受付
平日８時45分～17時30分

電話番号主な相談分野 実施場所 検査日時

土日ＨＩＶ即日検査
（無料・匿名・要予約）

（一財）京都工場保健会

※検査日は京都市情報館を御覧ください。
※性感染症（梅毒・淋菌・クラミジア等）検査も同時に受検できます。
※HIV検査結果は当日の約1時間半後の面接でお伝えします。性感染症検査結果は,次々回以降の土日検査実施日時
にお伝えします。

※要予約
フリーダイヤル
0120-636-040　　　　　
（予約受付：平日9時～17時）

土曜日（毎月２回）
15時15分～17時15分

日曜日（毎月２回）
14時～16時
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京都市中央保護所

南区役所生活福祉課

下京区役所生活福祉課

山科区役所生活福祉課

東山区役所生活福祉課

中京区役所生活福祉課

左京区役所生活福祉課

上京区役所生活福祉課

北区役所生活福祉課

伏見区役所生活福祉課

伏見区役所醍醐支所生活福祉課

伏見区役所深草支所生活福祉課

西京区役所洛西支所生活福祉課

西京区役所生活福祉課

右京区役所生活福祉課

原則第２火曜日
13時３０分～16時
※受付は15時３０分まで

主な相談分野
ホームレスの方への
無料法律相談

ホームレスの方に対する
福祉施策
（生活相談や中央保護所・
自立支援センターへの
入所等）に関する相談

犯罪などの被害に遭われた方やその御
家族・御遺族への総合的な支援（生活
困窮者への経済的支援,住居の提供等）
に関する相談

性暴力の被害に遭われた方への総合的
な支援（医療,カウンセリング等心理的
支援,法的支援等）に関する相談

毎日
1０時～22時

公益社団法人
京都犯罪被害者支援センター
（京都市犯罪被害者総合相談窓口）

京都性暴力被害者
ワンストップ相談支援センター
（京都SARA）

相談日時※相談場所 電話番号

075-251-1175
（京都市保健福祉局生活福祉課）

075-432-1326

075-371-7237

075-592-3392

075-561-9184

075-366-8620

075-702-1161

075-441-5128

月～金曜日
8時３０分～
１７時075-681-3137

075-642-3496

075-571-6544

075-611-2415

075-332-9196

075-381-7667

075-861-1476

主な相談分野 相談日時相談場所 電話番号

075-451-7830

075-222-7711

例えば，こんなときに御相談ください。

例えば，こんなときに御相談ください。

（京都市中央保護所）
ホームレスの方で，借金の整理など，法律的な解決が必要な問題を抱えてお
困りの場合
（各区役所・支所　生活福祉課）
ホームレスの方で，生活の相談や京都市中央保護所等への入所を希望される
場合

性暴力被害や殺人，強盗などの犯罪や，迷惑行為などの犯罪に類する行為に遭い，心身の不調や生活上の問題を
抱えているとき。

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）

月～金曜日
（祝日・８月12日～
８月16日・
12月28日～
１月４日を除く。）
13時～18時

たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ご　  そう  だん

きょう  と　 し　ちゅう おう　 ほ　 ご　 しょ

かく　く　 やく　しょ　　　  し　しょ　　　　せい かつ  ふく　 し　 か

かた　　　　　　しゃっきん　　　せい　 り　　　　　　　　　ほう　りつ てき　　　 かい　けつ　　　ひつ  よう　　　 もん だい　　　 かか

かた　　　　　　せい かつ　　　 そう だん　　　きょう　と　  し　ちゅう おう　 ほ　 ご 　しょ　とう　　　　　　にゅうしょ　　　　き　 ぼう

こま　　　　　　 ば　あい

ば　あい

たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ご　  そう  だん

せい ぼう  りょく　ひ　がい　　　さつ　じん　　　ごう  とう　　　　　　　　 はん  ざい　　　　　 めい  わく　こう　い　　　　　　　　　はん ざい　　　るい　　　　　　こう　い　　　　 あ　　　　　　しん  しん　　　  ふ ちょう　　　せい　かつ じょう　　  もん だい

かか
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京都市中央保護所

南区役所生活福祉課

下京区役所生活福祉課

山科区役所生活福祉課

東山区役所生活福祉課

中京区役所生活福祉課

左京区役所生活福祉課

上京区役所生活福祉課

北区役所生活福祉課

伏見区役所生活福祉課

伏見区役所醍醐支所生活福祉課

伏見区役所深草支所生活福祉課

西京区役所洛西支所生活福祉課

西京区役所生活福祉課

右京区役所生活福祉課

原則第２火曜日
13時３０分～16時
※受付は15時３０分まで

主な相談分野
ホームレスの方への
無料法律相談

ホームレスの方に対する
福祉施策
（生活相談や中央保護所・
自立支援センターへの
入所等）に関する相談

犯罪などの被害に遭われた方やその御
家族・御遺族への総合的な支援（生活
困窮者への経済的支援,住居の提供等）
に関する相談

性暴力の被害に遭われた方への総合的
な支援（医療,カウンセリング等心理的
支援,法的支援等）に関する相談

毎日
1０時～22時

公益社団法人
京都犯罪被害者支援センター
（京都市犯罪被害者総合相談窓口）

京都性暴力被害者
ワンストップ相談支援センター
（京都SARA）

相談日時※相談場所 電話番号

075-251-1175
（京都市保健福祉局生活福祉課）

075-432-1326

075-371-7237

075-592-3392

075-561-9184

075-366-8620

075-702-1161

075-441-5128

月～金曜日
8時３０分～
１７時075-681-3137

075-642-3496

075-571-6544

075-611-2415

075-332-9196

075-381-7667

075-861-1476

主な相談分野 相談日時相談場所 電話番号

075-451-7830

075-222-7711

例えば，こんなときに御相談ください。

例えば，こんなときに御相談ください。

（京都市中央保護所）
ホームレスの方で，借金の整理など，法律的な解決が必要な問題を抱えてお
困りの場合
（各区役所・支所　生活福祉課）
ホームレスの方で，生活の相談や京都市中央保護所等への入所を希望される
場合

性暴力被害や殺人，強盗などの犯罪や，迷惑行為などの犯罪に類する行為に遭い，心身の不調や生活上の問題を
抱えているとき。

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）

月～金曜日
（祝日・８月12日～
８月16日・
12月28日～
１月４日を除く。）
13時～18時

たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ご　  そう  だん

きょう  と　 し　ちゅう おう　 ほ　 ご　 しょ

かく　く　 やく　しょ　　　  し　しょ　　　　せい かつ  ふく　 し　 か

かた　　　　　　しゃっきん　　　せい　 り　　　　　　　　　ほう　りつ てき　　　 かい　けつ　　　ひつ  よう　　　 もん だい　　　 かか

かた　　　　　　せい かつ　　　 そう だん　　　きょう　と　  し　ちゅう おう　 ほ　 ご 　しょ　とう　　　　　　にゅうしょ　　　　き　 ぼう

こま　　　　　　 ば　あい

ば　あい

たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ご　  そう  だん

せい ぼう  りょく　ひ　がい　　　さつ　じん　　　ごう  とう　　　　　　　　 はん  ざい　　　　　 めい  わく　こう　い　　　　　　　　　はん ざい　　　るい　　　　　　こう　い　　　　 あ　　　　　　しん  しん　　　  ふ ちょう　　　せい　かつ じょう　　  もん だい

かか

その他の専門相談

京都市消費生活総合センター
（アーバネックス御池ビル西館４階）

上京区役所地域力推進室

左京区役所地域力推進室

下京区役所地域力推進室

山科区役所地域力推進室

東山区役所地域力推進室

中京区役所地域力推進室

北区役所地域力推進室

南区役所地域力推進室

右京区役所地域力推進室

西京区役所地域力推進室

西京区役所洛西支所地域力推進室

「京都市民法律相談」
日常生活全般に関する
法律相談
（予約制,面談のみ）

消費生活に関する相談

多重債務に関する相談

交通事故に関する相談

075-561-9114

075-592-3088

075-371-7170

075-681-3417

075-861-1264

075-381-7197

075-332-9318

075-611-1144

075-642-3203

075-571-6135

相談日時※主な相談分野 相談場所 電話番号

075-256-0800

075-256-3160

075-256-2140

075-256-2007

075-432-1208

075-441-5040

075-702-1029

075-812-2426

月曜日
13時15分～1５時１５分
火，木曜日
13時15分～1５時5５分
金曜日
13時15分～1５時3５分

水曜日
13時15分～1５時１５分

月～金曜日
9時～17時

伏見区役所地域力推進室

伏見区役所醍醐支所地域力推進室

伏見区役所深草支所地域力推進室

例えば，こんなときに御相談ください。
・訪問販売やキャッチセールス，架空請求などで困ったとき。
・多重債務，借金問題で困ったとき。
・交通事故に関する示談の方法などで困ったとき。
・日常生活における法律問題について，弁護士に相談したいとき。

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）
たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ご　  そう  だん

にち じょう せい  かつ　　　　　　　　　　 ほう  りつ　もん だい　　　　　　　　　　　　　 べん　ご　  し　　　  そう  だん

こう  つう　じ　  こ　　　  かん　　　　　　じ　 だん　　　ほう  ほう　　　　　　　　 こま　

た　じゅう さい　む　　　  しゃっきん  もん  だい　　　こま

ほう  もん  はん  ばい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　くう　せい きゅう　　　　　　　　こま
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「いつでもコール」での
申込み（先着順）
075-661-3755
075-661-5855（FAX）

受付期間は，相談会の２週
間前から２日前まで。学生
または初めての相談の方は
３週間前から２日前まで。

その他の専門相談

京都府立
総合社会福祉会館 ハートピア京都

開催日により会場が異なりますので，
事前予約時に御確認ください。

主な相談分野 相談場所 電話番号

定例相談第４火曜日
14時～19時 
１回につき45分間

土曜相談
平成３０年９月8日
平成３０年12月8日
平成３1年3月9日
13時～17時 
１回につき45分間

きょう ほっと あした
～くらしとこころの総
合相談会
（専門相談員によるくらし
・こころ・仕事・育児・家
庭の悩みや自死遺族相談等
の様々な悩みの相談）

くらしやこころの悩み等，様々な問題を抱えており，相談したいとき。

相談日時※

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）

例えば，こんなときに御相談ください。

御自身又は関係者に関わる差別的な取扱いや誹謗中傷，プライバシーの侵害などによる人権問題について，司
法的救済を中心に弁護士が問題点の整理や解決の方策を助言します。
〈事例〉・インターネット上に自分の個人情報がさらされ，誹謗中傷を受けている。

・旧同和地区出身であることを理由に結婚に反対されている。
・外国籍であることを理由に賃貸借を断られた。
・戸籍上の性別と外見の印象が異なることにより，就職や施設利用が断られた。

例えば，こんなときに御相談ください。
※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）

人権問題法律相談
～京都府人権リーガル
レスキュー隊～

〔昼間面接相談〕
京都府府民総合案内・相談センター

（京都府庁内）

〔夜間面接相談〕
京都弁護士会京都駅前法律相談センター

（山崎メディカルビル６階）

075-414-4271
（予約電話番号）

075-741-6321

075-７４１-6322
（予約電話番号）

〔電話相談〕

主な相談分野 相談日時※

月１回第４火曜日
ただし８，12月は第２火曜日
1月は第５火曜日
１3時3０分～16時３０分（要予約）

月１回第３水曜日
ただし８月のみ第４水曜日
１８時～２０時３０分（要予約）

月２回第１，第３火曜日
ただし１月のみ第２，第３火曜日
１４時～１６時

相談場所 電話番号

烏
丸
通

室
町
通

塩小路通

木津屋橋通

ヨドバシカメラ

バスターミナル

京都
タワー

新阪急
ホテル

京都中央
郵便局

関西電力

ローソン

ローム

マクドナルドマクドナルド

ＪＲ京都駅

京都弁護士会
京都駅前
法律相談センター

たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ご　  そう  だん

なや　　  とう　　　  さま　ざま　　　もん だい　　　 かか　　　　　　　　　　　　　 そう だん

たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　  そう  だん

ご　 じ　 しん　また　　　かん　けい  しゃ　　　 かか　　　　　　さ　 べつ  てき　　　 とり  あつか　　　　　 ひ　ぼう ちゅう しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しん がい　　　　　　　　　　　　　  じん  けん  もん  だい　　　　　　　　　　　　　  し　 

ほう てき きゅう  さい　　　ちゅうしん　　　 べん　ご　 し　　　  もん　だい てん　　　 せい　り　　　  かい けつ　　　 ほう　さく　　　 じょ　げん　　　　

じ　 れい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じょう　　  じ　ぶん　　　 こ　じん じょうほう　　　　　　　　　　　　　　　ひ　ぼう ちゅうしょう　　　う

きゅう どう　わ　 ち　  く　 しゅっしん　　　　　　　　　　　　　　　　 り　 ゆう　　　　けっこん　　　　はん たい

がい  こく  せき　　　　　　　　　　　　　　　　 り　ゆう　　　 ちん たい しゃく　　　ことわ

こ　せき じょう　　　せい べつ　　　がい　けん　　　いん しょう　　　こと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しゅうしょく　　　  し　せつ　り　 よう　　　ことわ
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「いつでもコール」での
申込み（先着順）
075-661-3755
075-661-5855（FAX）

受付期間は，相談会の２週
間前から２日前まで。学生
または初めての相談の方は
３週間前から２日前まで。

その他の専門相談

京都府立
総合社会福祉会館 ハートピア京都

開催日により会場が異なりますので，
事前予約時に御確認ください。

主な相談分野 相談場所 電話番号

定例相談第４火曜日
14時～19時 
１回につき45分間

土曜相談
平成３０年９月8日
平成３０年12月8日
平成３1年3月9日
13時～17時 
１回につき45分間

きょう ほっと あした
～くらしとこころの総
合相談会
（専門相談員によるくらし
・こころ・仕事・育児・家
庭の悩みや自死遺族相談等
の様々な悩みの相談）

くらしやこころの悩み等，様々な問題を抱えており，相談したいとき。

相談日時※

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）

例えば，こんなときに御相談ください。

御自身又は関係者に関わる差別的な取扱いや誹謗中傷，プライバシーの侵害などによる人権問題について，司
法的救済を中心に弁護士が問題点の整理や解決の方策を助言します。
〈事例〉・インターネット上に自分の個人情報がさらされ，誹謗中傷を受けている。

・旧同和地区出身であることを理由に結婚に反対されている。
・外国籍であることを理由に賃貸借を断られた。
・戸籍上の性別と外見の印象が異なることにより，就職や施設利用が断られた。

例えば，こんなときに御相談ください。
※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）

人権問題法律相談
～京都府人権リーガル
レスキュー隊～

〔昼間面接相談〕
京都府府民総合案内・相談センター

（京都府庁内）

〔夜間面接相談〕
京都弁護士会京都駅前法律相談センター

（山崎メディカルビル６階）

075-414-4271
（予約電話番号）

075-741-6321

075-７４１-6322
（予約電話番号）

〔電話相談〕

主な相談分野 相談日時※

月１回第４火曜日
ただし８，12月は第２火曜日
1月は第５火曜日
１3時3０分～16時３０分（要予約）

月１回第３水曜日
ただし８月のみ第４水曜日
１８時～２０時３０分（要予約）

月２回第１，第３火曜日
ただし１月のみ第２，第３火曜日
１４時～１６時

相談場所 電話番号

烏
丸
通

室
町
通

塩小路通

木津屋橋通

ヨドバシカメラ

バスターミナル

京都
タワー

新阪急
ホテル

京都中央
郵便局

関西電力

ローソン

ローム

マクドナルドマクドナルド

ＪＲ京都駅

京都弁護士会
京都駅前
法律相談センター

たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ご　  そう  だん

なや　　  とう　　　  さま　ざま　　　もん だい　　　 かか　　　　　　　　　　　　　 そう だん

たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　  そう  だん

ご　 じ　 しん　また　　　かん　けい  しゃ　　　 かか　　　　　　さ　 べつ  てき　　　 とり  あつか　　　　　 ひ　ぼう ちゅう しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しん がい　　　　　　　　　　　　　  じん  けん  もん  だい　　　　　　　　　　　　　  し　 

ほう てき きゅう  さい　　　ちゅうしん　　　 べん　ご　 し　　　  もん　だい てん　　　 せい　り　　　  かい けつ　　　 ほう　さく　　　 じょ　げん　　　　

じ　 れい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じょう　　  じ　ぶん　　　 こ　じん じょうほう　　　　　　　　　　　　　　　ひ　ぼう ちゅうしょう　　　う

きゅう どう　わ　 ち　  く　 しゅっしん　　　　　　　　　　　　　　　　 り　 ゆう　　　　けっこん　　　　はん たい

がい  こく  せき　　　　　　　　　　　　　　　　 り　ゆう　　　 ちん たい しゃく　　　ことわ

こ　せき じょう　　　せい べつ　　　がい　けん　　　いん しょう　　　こと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しゅうしょく　　　  し　せつ　り　 よう　　　ことわ

主な相談分野 相談場所 電話番号

北区役所市民窓口課 075-432-1249

075-441-5057

075-702-1059

075-812-2437

075-561-9143

075-592-3094

075-371-7191

075-681-3632

075-861-1372

075-381-7215

075-332-9139

075-611-1410

075-642-3329

075-571-6336

上京区役所市民窓口課

左京区役所市民窓口課

中京区役所市民窓口課

東山区役所市民窓口課

山科区役所市民窓口課

下京区役所市民窓口課

南区役所市民窓口課

右京区役所市民窓口課

西京区役所市民窓口課

西京区役所洛西支所市民窓口課

伏見区役所市民窓口課

伏見区役所深草支所市民窓口課

伏見区役所醍醐支所市民窓口課

事前登録型本人通知制度について

●制度の概要
　この制度は，住民票の写しや戸籍謄本等を本人以外

の第三者に交付した場合に，事前に登録した人に対し

て，交付した事実を通知する制度です。

　住民票の写しなどの不正取得の防止を図るととも

に，住民票の写しなどが第三者に交付された事実を知

る権利を保障することを目的としています。

【注意】 

「事前登録型本人通知制
度」住民票の写しや戸籍
謄本等を本人以外の第三
者に交付した場合に，交
付した事実を知るための
登録制度

月～金曜日
8時30分～17時

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）

自分の住民票の写しや戸籍謄本等が，第三者に交付された場合に，その事実を知らせて欲しいとき。

相談日時※

例えば，こんなときに御相談ください。
たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ご　  そう  だん

じ　ぶん　　　じゅう みんひょう　　　うつ　　　　　　こ　せき　とう  ほん  とう　　　　　　だい さん  しゃ　　　 こう　 ふ　　　　　　　　　ば　あい　　　　　　　　　　　 じ　じつ　　　　し　　　　　　　　　ほ

１　住民票の写しや戸籍謄本などは，本人以外の第三者でも，権利行使に必要な場合など一定の要件を満たし

ている場合，委任状等がなくても取得することができます。

２　本人通知制度は第三者からの請求を拒否したり，交付の可否を登録した人に確認する制度ではありません。

３　国又は地方公共団体の機関が法令に基づく事務を行うために請求した場合などは通知の対象となりません。
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高齢者の介護相談
法律相談
福祉用具相談

成年後見制度に関する
相談

高齢者を狙った不審な
勧誘や悪質商法などの
消費者トラブルに関す
る相談

相談日時相談場所 電話番号

京都市
長寿すこやかセンター 
(ひと・まち交流館京都４階)

075-354-8741
075-354-8742
（FAX）

土・日・祝
075-257-9002

075-354-8815

月～金
075-256-0800

主な相談分野

毎日（毎月第３火曜日（祝日の場合は
翌日）と，年末年始（12月29日～１月
４日を除く。））
月～土：９時～21時（相談受付）
日・祝：９時～16時30分（相談受付）

月～金曜日
土，日曜日，祝日
（年末年始（12月29日～１月３日）を
除く。）は，府と合同で電話相談
月～金：９時～17時
土・日・祝：10時～16時

京都市
成年後見支援センター
 (ひと・まち交流館京都４階)

京都市
消費生活総合センター
 (アーバネックス御池ビル西館４階)

・認知症に関することや高齢者の介護について困っているとき。
・高齢者の財産，相続，権利擁護などに関する法律相談について，専門家の知識を借りたいとき。
・成年後見制度の利用方法等について知りたいとき。
・福祉用具が身体に合わなくて困っているときや福祉用具について知りたいとき。
・訪問販売やキャッチセールス，架空請求などで困ったとき。

※「人権問題法律相談～京都府人権リーガルレスキュー隊～」もあります。
18ページを御覧ください。

相談日時※主な相談分野 相談場所 電話番号

月～金曜日
8時45分～17時30分

月～金曜日
8時30分～17時15分

みんなの人権110番
0570-003-110（ナビダイヤル）
又は 075-231-2001
（IP電話等が利用できない場合）

075-366-0322
京都市文化市民局
くらし安全推進部 人権文化推進課

（京都朝日ビル８階）

京都地方法務局

同和問題（人権全般）に関する
研修用資料の提供,ビデオ等の
貸出し,研修会への講師の紹介

同和問題による人権侵害に
関する相談

例えば，こんなときに御相談ください。

例えば，こんなときに御相談ください。

旧同和地区出身であることを理由に，人権侵害を受けたとき。

京都市役所前

柳
馬
場
通 京都御池中●

ホテル本能寺●↑

京都市
人権文化推進課

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ご　  そう  だん

きゅう どう　わ　  ち　  く　しゅっしん　　　　　　　　　　　　　　　　  り　ゆう　　　　　　じん けん　しん がい　　　  う　　

たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ご　  そう  だん

にん　ち  しょう　　　かん　　　　　　　　　　　　　 こう  れい  しゃ　　　 かい　ご　　　　　　　　　　　こま

こう  れい  しゃ　　　 ざい  さん　　　 そう ぞく　　　 けん　り　 よう　ご　　　　　　　　  かん　　　　　  ほう  りつ   そう だん　　　　　　　　　　　　　 せん もん　 か　　　　ち　 しき　　　  か

せい  ねん  こう  けん  せい　ど　　　　 り   よう  ほう　ほう とう　　　　　　　　　　　 し

ふく　 し　よう　 ぐ　　　　からだ　　　　  あ　　　　　　　　　　　 こま　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ふく　し　 よう　ぐ　　　　　　　　　　　  し

ほう  もん  はん ばい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 か　くう　せい きゅう　　　　　　　　こま
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高齢者の介護相談
法律相談
福祉用具相談

成年後見制度に関する
相談

高齢者を狙った不審な
勧誘や悪質商法などの
消費者トラブルに関す
る相談

相談日時相談場所 電話番号

京都市
長寿すこやかセンター 
(ひと・まち交流館京都４階)

075-354-8741
075-354-8742
（FAX）

土・日・祝
075-257-9002

075-354-8815

月～金
075-256-0800

主な相談分野

毎日（毎月第３火曜日（祝日の場合は
翌日）と，年末年始（12月29日～１月
４日を除く。））
月～土：９時～21時（相談受付）
日・祝：９時～16時30分（相談受付）

月～金曜日
土，日曜日，祝日
（年末年始（12月29日～１月３日）を
除く。）は，府と合同で電話相談
月～金：９時～17時
土・日・祝：10時～16時

京都市
成年後見支援センター
 (ひと・まち交流館京都４階)

京都市
消費生活総合センター
 (アーバネックス御池ビル西館４階)

・認知症に関することや高齢者の介護について困っているとき。
・高齢者の財産，相続，権利擁護などに関する法律相談について，専門家の知識を借りたいとき。
・成年後見制度の利用方法等について知りたいとき。
・福祉用具が身体に合わなくて困っているときや福祉用具について知りたいとき。
・訪問販売やキャッチセールス，架空請求などで困ったとき。

※「人権問題法律相談～京都府人権リーガルレスキュー隊～」もあります。
18ページを御覧ください。

相談日時※主な相談分野 相談場所 電話番号

月～金曜日
8時45分～17時30分

月～金曜日
8時30分～17時15分

みんなの人権110番
0570-003-110（ナビダイヤル）
又は 075-231-2001
（IP電話等が利用できない場合）

075-366-0322
京都市文化市民局
くらし安全推進部 人権文化推進課

（京都朝日ビル８階）

京都地方法務局

同和問題（人権全般）に関する
研修用資料の提供,ビデオ等の
貸出し,研修会への講師の紹介

同和問題による人権侵害に
関する相談

例えば，こんなときに御相談ください。

例えば，こんなときに御相談ください。

旧同和地区出身であることを理由に，人権侵害を受けたとき。

京都市役所前

柳
馬
場
通 京都御池中●

ホテル本能寺●↑

京都市
人権文化推進課

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ご　  そう  だん

きゅう どう　わ　  ち　  く　しゅっしん　　　　　　　　　　　　　　　　  り　ゆう　　　　　　じん けん　しん がい　　　  う　　

たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ご　  そう  だん

にん　ち  しょう　　　かん　　　　　　　　　　　　　 こう  れい  しゃ　　　 かい　ご　　　　　　　　　　　こま

こう  れい  しゃ　　　 ざい  さん　　　 そう ぞく　　　 けん　り　 よう　ご　　　　　　　　  かん　　　　　  ほう  りつ   そう だん　　　　　　　　　　　　　 せん もん　 か　　　　ち　 しき　　　  か

せい  ねん  こう  けん  せい　ど　　　　 り   よう  ほう　ほう とう　　　　　　　　　　　 し

ふく　 し　よう　 ぐ　　　　からだ　　　　  あ　　　　　　　　　　　 こま　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ふく　し　 よう　ぐ　　　　　　　　　　　  し

ほう  もん  はん ばい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 か　くう　せい きゅう　　　　　　　　こま

外国籍市民のための生活相談
（外国籍市民の日常生活上の疑問，困りごとをは
じめとする各種相談）

弁護士による外国人のための法律相談
〈通訳あり〉（日常生活における法律的な判断を
要する問題解決の一助としての相談）

行政書士による出入国管理手続相談
〈通訳あり〉（外国人の在留・出入国に関する諸問
題，具体的手続に対応するための相談）

外国籍市民行政サービス利用等通訳・相談事業
（行政サービスの利用・手続等の電話通訳・相談）

外国人のためのカウンセリング・デイ
〈通訳あり〉（法律相談，出入国管理手続相談，税
理士による税務相談，社会保険労務士による社会
保険・年金・労働条件相談，臨床心理士によるここ
ろの悩み相談，カップルカウンセリング等）

kokoka
京都市国際交流会館

075-752-3511
075-752-3510
（FAX専用）

開館中随時
（月曜日，祝日のときはそ
の翌日を除く。）
９時～２１時

原則第１,第３土曜日
13時30分～16時
（要予約）

原則第１,第３土曜日
13時30分～16時
（要予約）

年４回開催
（６・９・12・２月に各１回）
13時～17時（要予約）

〈英語〉火,木曜日
〈中国語〉水,金曜日
９時～17時

専用電話
075-752-1166

相談日時※相談場所 電話番号主な相談分野

京都地方法務局

相談日時※主な相談分野 相談場所 電話番号

０５７０－０９０９１１
（ナビダイヤル）

月～金曜日
９時～17時

日本語を解さない外国人のための
人権相談
（英語，中国語，韓国語，フィリピノ
語，ポルトガル語及びベトナム語）

例えば，こんなときに御相談ください。

・結婚・離婚の手続について教えてほしい。
・ビザの更新の手続が分からない。
・子どもの教育について相談をしたい。
・国民健康保険の加入の手続が分からない。
・住所変更の手続が分からない。

・理髪店で散髪を拒否された。
・アパートの入居を断られた。
・学校で子どもがいじめられている。
・風習や習慣等の違いを受け入れてもらえない。

例えば，こんなときに御相談ください。
たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　  そう だん

たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　 そう  だん

けっこん　　　 り　 こん　　　て  つづき　　　　　　　　　　おし

こ　　　　　　　　きょういく　　　　　　　　　　そう だん

こく みん けん こう　ほ　けん　　　 か にゅう　　　て  つづき  　　わ

じゅうしょへんこう　　　 て   つづき　　  わ

こう しん　　　 て  つづき　　　　　 わ

※（祝日・年末年始（12月28日～１月4日）を除く。）

※（祝日・年末年始（12月29日～１月3日）を除く。）

り　はつ てん　　　さん ぱつ　　　きょ　ひ

がっこう　　　 こ　

ふう しゅう　　しゅうかん とう　　   ちが　　　　　　う　　　  い

にゅう きょ　　 ことわ
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日本生命京都三哲ビル

職場でのいじめ,
ハラスメント
（パワハラ・セクハラ・マ
タハラ）や,男女差別,賃金
その他の労働条件に関する
相談

相談日時※主な相談分野 相談場所 電話番号

月～金曜日

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）

８時30分～
17時15分

9時30分～
17時

京都駅前総合労働相談コーナー
（日本生命京都三哲ビル８階）

京都労働局総合労働相談コーナー

京都上総合労働相談コーナー
（京都上労働基準監督署内）

京都下総合労働相談コーナー
京都下労働基準監督署内
（日本生命四条ビル5階）

京都南総合労働相談コーナー
（京都南労働基準監督署内）

（京都府内限定フリーダイヤル）
0120-829-100
075-342-3553

075-241-3221

075-462-5112

075-254-3196

075-601-8322

・みんなの前で，上司から大声で怒られた。
・毎朝挨拶しても無視される。
・処理しきれない量の仕事を無理やりやらされる。
・自分だけ仕事が回ってこない。
・女性であることを理由に，男性よりも昇進が遅れた。
・同僚からセクハラを受けて会社に相談したが，対応してくれない。
・上司から産休・育休は取れないと言われた。
・１年契約で更新されてきたが，妊娠を伝えたところ，次の契約更新はしないと言われた。
・残業代を払ってくれない。
・有給休暇が取れない。

例えば，こんなときに御相談ください。
たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　 そう  だん

まえ　　　　　 じょうし　　　　　　おお  ごえ　　　おこ

まい あさ あい さつ　　　　　　　　  む　 し

しょり　　　　　　　　　　　　　 りょう　　　し　ごと　　　 む 　 り

じ　ぶん　　　　　　し　ごと　　  まわ

じょ せい　　　　　　　　　　　　　　　   り　 ゆう　　　　　 だん せい　　　　　　　　しょうしん　　　おく　　　　

どう りょう　　　　　　　　　　　　　　　　　  う　　　　　　かい しゃ　　　 そう だん　　　　　　　　　　 たい おう

じょうし　　　　　　さんきゅう　　　いくきゅう　　  と　　　　　　　　　　　  い

ざん ぎょうだい　　　はら

ゆう きゅうきゅうか　　　  と

ねん  けい やく　　　 こう しん　　　　　　　　　　　　　　　　　　にん しん　　　つた　　　　　　　　　　　　　　　 つぎ　　　 けい やく  こう しん　　　　　　　　　　　　　 い

安心して働き続けられる職場づくり
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日本生命京都三哲ビル

職場でのいじめ,
ハラスメント
（パワハラ・セクハラ・マ
タハラ）や,男女差別,賃金
その他の労働条件に関する
相談

相談日時※主な相談分野 相談場所 電話番号

月～金曜日

※（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。）

８時30分～
17時15分

9時30分～
17時

京都駅前総合労働相談コーナー
（日本生命京都三哲ビル８階）

京都労働局総合労働相談コーナー

京都上総合労働相談コーナー
（京都上労働基準監督署内）

京都下総合労働相談コーナー
京都下労働基準監督署内
（日本生命四条ビル5階）

京都南総合労働相談コーナー
（京都南労働基準監督署内）

（京都府内限定フリーダイヤル）
0120-829-100
075-342-3553

075-241-3221

075-462-5112

075-254-3196

075-601-8322

・みんなの前で，上司から大声で怒られた。
・毎朝挨拶しても無視される。
・処理しきれない量の仕事を無理やりやらされる。
・自分だけ仕事が回ってこない。
・女性であることを理由に，男性よりも昇進が遅れた。
・同僚からセクハラを受けて会社に相談したが，対応してくれない。
・上司から産休・育休は取れないと言われた。
・１年契約で更新されてきたが，妊娠を伝えたところ，次の契約更新はしないと言われた。
・残業代を払ってくれない。
・有給休暇が取れない。

例えば，こんなときに御相談ください。
たと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　 そう  だん

まえ　　　　　 じょうし　　　　　　おお  ごえ　　　おこ

まい あさ あい さつ　　　　　　　　  む　 し

しょり　　　　　　　　　　　　　 りょう　　　し　ごと　　　 む 　 り

じ　ぶん　　　　　　し　ごと　　  まわ

じょ せい　　　　　　　　　　　　　　　   り　 ゆう　　　　　 だん せい　　　　　　　　しょうしん　　　おく　　　　

どう りょう　　　　　　　　　　　　　　　　　  う　　　　　　かい しゃ　　　 そう だん　　　　　　　　　　 たい おう

じょうし　　　　　　さんきゅう　　　いくきゅう　　  と　　　　　　　　　　　  い

ざん ぎょうだい　　　はら

ゆう きゅうきゅうか　　　  と

ねん  けい やく　　　 こう しん　　　　　　　　　　　　　　　　　　にん しん　　　つた　　　　　　　　　　　　　　　 つぎ　　　 けい やく  こう しん　　　　　　　　　　　　　 い

安心して働き続けられる職場づくり

2018年は「世界人権宣言」が国連で採択されてから70年を迎えます。
改めて「人権」について考えてみませんか？
詳しくは　京都市　世界人権宣言

祝・休日

祝・休日

人権に関する様々な資料を展示している施設です。
入場無料ですので，お気軽にお越しください。
（研修を御希望の場合は，事前にお申込みください。）

市政情報総合案内コールセンター

「世界人権宣言って何？～人権の大切さを見つめ直そう～」を
発行しました！

〈問合せ先〉
京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課 ☎075-366-0322

・休日や，市役所，区役所・支所の業務終了後でもお問い合わせいただけます。
・担当の部署が分からなくてもお調べします。
・複数の部署にまたがるお問い合わせでも，まとめてお伺いします。
・外出先からでも，気軽にお電話いただけます。
・電話，FAX，電子メール，お好きな方法で御利用いただけます。

うるおい館

柳原銀行記念資料館

移築前の場所

八条通

塩小路通

七条通

烏
丸
通

高
倉
通

高
瀬
川

鴨

　川

河
原
町
通

川
端
通

京
阪
七
条
駅

京都駅
バスターミナル

JR京都駅

京都
ライトハウス

京都府立
盲学校高等部

至

　金
閣
寺

至

　大
徳
寺

　

ツラッティ千本

高齢者ふれあいサロン
北いきいき市民活動センター

千
本
通

仏教大学

公
園

北大路通
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京都市人権文化推進課 フェイスブック
本市が実施する人権に関するイベントの告知，企業向け人権啓発講座等の開催案

内，人権資料展示施設（ツラッティ千本・柳原銀行記念資料館）の展示案内のほ
か，人権に関する記念日の紹介など，様々な人権に関する情報を発信しています。
是非，御覧ください。


