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　｢子育てなんでも相談｣として，乳幼児の子育てについて身
近なことから専門的なことまで様々な相談にお応えします。
　(第2章8｢ゆとりと安心の子育て支援｣P27を参照してください。)

　子育てや，福祉に関する困りごとやお悩みがあれば，お気軽にご相
談ください。個人の秘密は固く守られます。担当の委員については，
各区役所･支所(P64参照)の健康長寿推進課にお問い合わせください。

　詳しくは，P56を参照してください。

　詳しくは，P56を参照してください。

　詳しくは，P56を参照してください。

　詳しくは，P56を参照してください。

　子どもたちの不安や悩み，保護者の心配や気がか
りなどの相談に応じ，子どもたちのさまざまな課題
の解決や自立に向け，総合的な支援を行います。
★場　　所　中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町706-3
★交通手段　地下鉄烏丸線・東西線｢烏丸御池駅｣から徒歩3分
　　　　　　市バス・京都バス｢烏丸御池｣から徒歩3分
＜カウンセリング(来所相談)＞
　★対　象　京都市在住又は京都市立学校に在籍する小学

生から高校生までの児童生徒及びその保護者
　★電　話　254-1108(予約制)
　★時　間　月曜・火曜・木曜・金曜日　午前10時〜午後9時
　　　　　　第1・3・5水曜日　午前10時〜午後5時
　　　　　　土曜日　午前9時〜午後5時
　　　　　　ただし，祝日，年末年始，第2･4水

曜日は休み。
＜こども相談総合案内(電話ガイド)＞
　　相談内容に応じて，適切な相談機関をご案内します。
　★電話　254-8107
　★時間　月曜・火曜・木曜・金曜日　午前10時〜午後8時30分
　　　　　水曜・土曜・日曜日　午前10時〜午後4時30分
　　　　　ただし，第4日曜日，祝日，年末年始は休み。
＜日曜不登校相談＞
　★電話　｢こども相談総合案内｣で受け付けています。
　★時間　日曜日　午前10時〜午後5時
　　　　　ただし，第4日曜日，祝日，年末年始は休み。

2　児童虐待に関する相談

3　障害や発達の遅れについての相談

子どもはぐくみ室
　行政区域内における子育て支援の相談・支援の拠点とし
て，各区役所・支所保健福祉センター内に設置しています。
　子どもや子育て家庭に関する総合案内窓口として，同室の
職員が，保健と福祉の垣根を越え，切れ目のない支援や質の
高い窓口サービスを提供し，自らも気づいておられないニー
ズも含めて，個々の家庭の状況やニーズに｢気づき｣，その家
庭が必要とする他の支援の利用に｢つなぐ｣，｢子育て支援コ
ンシェルジュ｣として取組を行っています。
　また，保育園(所)や児童館，つどいの広場，幼稚園などで
行われる子どもたちや子育て中の家族が集える園庭開放や子
育てに関するイベント，子育て支援施設や子育てサークル・
子育てサロンなど，子育てに関する地域の情報，あるいは各
種の子育て支援サービスの紹介なども行っています。
★場所と電話　各区役所･支所(P64参照)の
　　　　　　　 保健福祉センター内にあります。
★時　　　間　午前8時30分〜午後5時
　　　　　　　(土曜，日曜，祝日及び年末年始を除く｡)
　　　　　　　※8月3日から当面の間は午前9時〜午後5時
<子どもはぐくみ室の取組＞
　★子育て推進担当
　　　子どもや子育てに関する手当や保育園(所)等への申込み等，

子どもに関わる様々なサービスの手続きを行っています。
　　＜主な取扱申請等＞
　　　児童手当，児童扶養手当，子ども医療，ひとり

親家庭等医療，未熟児養育医療，育成医療，小児
慢性特定疾病医療，不妊治療費等助成，母子父子
寡婦福祉資金貸付，保育園(所)入園(所)　等

　★子育て相談担当
　　　妊娠から18歳までの子どもや子育てに関する相談

支援や子育て支援サービスの紹介を行っています。
　　＜主な取組＞
　　　母子健康手帳交付，母子保健指導，新生児訪

問，乳幼児健診，離乳食講習会，乳幼児歯科相
談，子ども・ひとり親家庭相談支援，はぐくみだ
より，すくすく子育て応援事業等の情報発信　等

　　　上記取組と併せ，子どもと子育て家庭に関する
相談に応じ，必要に応じて，利用可能な子育て支
援サービスの紹介や関係機関との連携などを通じ
て，問題解決へ向けて支援します。

　　　また，関係機関との連携を図り，区域内での子育
て支援ネットワークの構築に取り組んでいます。

第7章　子どもに関する相談窓口

京都市児童福祉センター
(京都市児童相談所・京都市発達相談所)

　主に18歳未満の子どもに関するさまざまな相談に応じています。
　北区・上京区・左京区・中京区・東山区・山科区・下京区・右京区・西
京区にお住まいの方は，直接来所又は電話・手紙などでご相談ください。
★場所　上京区竹屋町通千本東入主税町910-25
★時間　午前8時30分〜午後5時
　　　　(土曜, 日曜, 祝日及び年末年始を除く。)
(1)京都市児童相談所
　　子育ての不安，不登校，非行，子どもを家庭で育てら

れない，里親になりたいなどの相談にお応えします。
　　また，子どもの虐待の相談や通告も受け付けます。
　★電話　801-2929(代表)　FAX 822-4175
　★子ども虐待SOS専用電話(24時間365日対応)　801-1919
　★児童相談所虐待対応ダイヤル(24時間365日対応)　189
(2)京都市発達相談所　発達相談課
　　子どもの発達相談(発達の遅れ，きこえやことばの不安など)

や18歳以上の知的障害のある方の相談(お住まいの地域の子ど
もはぐくみ室を通じてお申し込みください｡)にお応えします。

　★電話　801-9182　FAX 822-4175
　(第6章1｢保護が必要な子どもへの支援｣P51も参照してください。)

　児童福祉センターの支所として，児童相談，発達相
談及び診療所機能を備えた，南区及び伏見区(深草，醍
醐支所管内を含む。)における児童福祉の拠点です。
　南区・伏見区にお住まいの方は，直接来所又は電
話・手紙などでご相談ください。
★場所　伏見区深草加賀屋敷町24-26
★時間　午前8時30分〜午後5時
　　　　(土曜, 日曜, 祝日及び年末年始を除く。)
(1)京都市第二児童相談所
　　子育ての不安，不登校，非行，子どもを家庭

で育てられないなどの相談にお応えします。
　　また，子どもの虐待の相談や通告も受け付けます。
 　★電話　612-2727(代表)　FAX 612-2888
　※里親に関するご相談は南区・伏見区にお住まいの方も含め，京都市に

お住まいのすべての方のご相談を京都市児童相談所で受け付けます。
(2)発達相談部門
　　子どもの相談のうち，こころやからだの発達に関する相談に

総合的に応じ，専門スタッフによる発達検査や専門医による診
察を行い一人ひとりに最も適した支援の方法を提案します。

　★電話　612-2700
　(第6章1｢保護が必要な子どもへの支援｣P51も参照してください。)

　子どもや子育てに関する悩みについて，専任
の相談員が電話で，相談に応じています。
★電話　3

さ あ こ い な や み よ

51-7834
★時間　24時間対応(年中無休)
★対象　京都市内の高校生までの子ども及びその保護者

障害者地域生活支援センター
　障害児(者)福祉サービスの利用等について，わからないこ
とがあればお気軽にご相談ください。電話相談のほか，必要
に応じて，関係機関との連絡調整などの支援も行います。
★開所時間　午前11時〜午後7時
　　　　　　(土曜，日曜，祝日及び年末年始を除く。）

京都市第二児童福祉センター
(京都市第二児童相談所・発達相談部門)

京都市子育て支援総合センター　こどもみらい館

こども相談24時間ホットライン［京都市教育委員会］

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)

民生委員・児童委員・主任児童委員

京都市児童福祉センター(京都市児童相談所)

京都市第二児童福祉センター(京都市第二児童相談所)

京都市児童福祉センター(京都市発達相談所)

京都市第二児童福祉センター(発達相談部門)

1　子育てに関する悩みなど総合的な相談
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障害者相談員

各区役所・支所障害保健福祉課

京都市地域リハビリテーション推進センター

発達障害者支援センター「かがやき」

障害のある子どもの就学(就学相談)

京都市障害者休日・夜間相談受付センター

　障害のある方とそのご家族の各種相談に応じ，関係機関と協
力し，地域福祉活動を推進しています。
　また，発達障害(自閉症スペクトラム障害・注意欠陥／多動
性障害・学習障害等)の方(未診断も含む)やそのご家族等につい
ては発達障害の子どもを育ててきた経験者が相談に応じます。
　障害のある方の日常生活等について疑問，お悩みのあるとき
は，お近くの相談員にお気軽にご相談ください。
　(障害者相談員の連絡先については，｢障害保健福祉のしお
り｣をご覧いただくか，障害保健福祉推進室(☎222-4161)にお
問い合わせください。)

　障害のある方及びその家族の支援に関する総合相談窓
口です。障害者地域生活支援センターや地域の関係機関
と連携し，相談・支援に取り組んでいます。
　また，障害者手帳の申請受付・交付や更生医療・障害
者医療，特別障害者手当等の各種手当，障害のある方の
日常生活を支援する障害福祉サービスの申請，福祉乗車
証の交付等，各種サービスや施策を行っています。
★場所・電話　各区役所･支所(P64参照)の保健福祉センター内にあります。
★時　　　間　午前8時30分〜午後5時
　　　　　　　(土曜，日曜，祝日及び年末年始を除く｡)
　　　　　　　※8月3日から当面の間は午前9時〜午後5時

(1)身体障害者更生相談所
　　主に18歳以上の身体に障害のある方を対象

に，医師，看護師，理学療法士，作業療法士，
言語聴覚士 心理判定員，義肢装具士及びケース
ワーカー等が専門的な立場から，区役所･支所障
害保健福祉課等と協力しながら，医療，補装具，
住環境及び生活等の相談・支援を行っています。

(2)高次脳機能障害者支援センター
　  (高次脳機能障害専門相談)
　　事故や脳炎，脳症，脳血管障害や脳腫瘍等で脳が傷つ

き，その後に学習や感情面での後遺症が残っている方を対
象に，センターの支援コーディネーターが，教育機関や医
療機関等と連携して必要な相談・支援を行っています。

　★場所　中京区壬生仙念町30 
　★電話　(1)823-1666　(2)823-1658　FAX 842-1541

　京都市にお住まいの発達障害(自閉症スペクトラム，注意欠陥・
多動性障害，学習障害等)のある方とそのご家族が地域で安定して 
生活できるように支援するセンターです。相談支援，発達支援，就
労支援，普及啓発及び研修の4つの柱から事業を展開しています。
★場所　上京区丸太町通黒門東入藁屋町536-1
★電話　841-0375　FAX 841-0381

　障害があり，特別な教育的支援が必要である
と考えられる場合は，まず，居住地の小(中)学校
の校長とご相談下さい。
　LDやADHD，自閉スペクトラム症等の子ども
たちの場合も同様です。
　京都市では，就学相談を次のように進めています。
①学校での相談
　　保護者と居住地の小(中)学校の校長が子どもの教育

的ニーズや支援のあり方について話し合います。ま
た，学校長から保護者に対し，育成学級や総合支援学
校，通級指導教室における特別の教育課程，指導内容
の基本的な事項について情報提供や説明を行います。

　　学校での相談の結果，就学先に関する審議を受ける
ことについて保護者の同意が得られれば，学校長は就
学審議の申出を行います。

②京都市就学支援委員会における｢審議｣
　　申出をもとに，医師や学識経験者等で構成される｢京

都市就学支援委員会｣が適切な就学先について審議しま
す。障害の状態が明らかでない場合や保護者と学校長
が就学先について迷っている場合には，京都市総合教
育センター等で発達検査・医師検診・保護者面談等を
受けていただき，その結果をもとに審議を行います。

③就学先に関する相談
　　就学審議の内容は，教育委員会から学校長に通知

されます。審議内容をもとに，保護者と学校長が子
どもの就学の場について相談します。相談の内容は
教育委員会に伝えられ，就学の場が決定されます。

障害にかかわる子どもの教育電話相談
［京都市教育委員会］

　子どもの発達や障害にかかわる教育，就学に関する相談にお応えします。
★電　話　254-1155
★時　間　月･火･木･金曜日　午前10時〜正午，午後1時〜5時
　　　　　(祝休日，年末年始，お盆前後を除く。)
★対象者　京都市内在住の就学前〜高校生の子どもの保護者等

　障害のある方やご家族の方等からの障害福祉の制度や手
続，日常生活の中での不安や困り事等の相談に応じます。
★電話・FAX　572-8528
★時　　　間　月曜〜金曜日　午後7時〜翌朝午前8時30分
　　　　　　　土曜・日曜・祝日・年末年始は終日

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］
　障害のある子どもの教育に関する様々な相談(子育て・
就学・教育・卒業後の生活や就労について等)に応じます。

★電話　各京都市立総合支援学校内。(お住まいの小・中
学校区によってエリアが分けられています｡）

　　　　詳細は教育委員会総合育成支援課まで(☎352-2285)。
　　　　北総合　 ☎431-6636　白河総合 ☎771-5510
　　　　東山総合 ☎561-3373　東総合　 ☎594-6501
　　　　鳴滝総合 ☎461-3221　西総合 　☎332-4275
　　　　呉竹総合 ☎601-9104　桃陽総合 ☎641-2634
★時間　月曜〜金曜日　午前9時30分〜午後4時30分
　　　　(祝休日，年末年始，お盆前後を除く。)

多いことです。居間や台所など家庭内でよく
起こる事故を防ぐ工夫を展示しています。

　★誤飲防止コーナー
　　　畳や床に座って暮らすことが多いわが国では，諸外

国に比べ誤飲事故が非常に多く発生しています。誤飲
による人体への影響と対処方法を展示しています。

　★安全グッズコーナー
　　　チャイルドシートの装着方法の説明や，子どもた

ちにとって安全な環境づくりに役立つ家庭内での事
故を未然に防ぐ安全グッズを展示しています。

　★視野体験コーナー
　　　幼児視野体験メガネで子どもたちの狭い視野を体験するこ

とで，どのように危険を知らせたらいいのかがわかります。
＜わが子を事故から守るプレママ・パパ教室＞
　　市内在住の妊婦及びその家族を対象にセーフティハウ

スの見学や小児科医，保健師，看護師，助産師による相
談，参加者同士の交流会を行っています。毎月第3土曜
日に定例開催。開催前日までに電話で申込みください。

＜講習会＞
　　チャイルドシートの装着や心肺蘇生法など子どもの事

故防止とその応急手当講習会を定期的に開催しています。

京都市子ども保健医療相談・事故防止センター
『京(みやこ)あんしんこども館』

　京(みやこ)あんしんこども館では，子育てがより安心安全にで
きる社会を築いていくため，子どもたちの疾病や成長といった育
児上の保健医療に関する不安や悩みについての相談や，子どもの
事故に関する調査研究，事故防止の普及・啓発を行っています。
★場　　所　中京区釜座通丸太町上る梅屋町174番地3
★電　　話　231-8002(代表)　231-8005(相談専用)
　　　　　　FAX 231-8003
★交通手段　地下鉄：丸太町駅から徒歩5分
　　　　　　市バス：府庁前下車　徒歩1分
★開館時間　午前10時〜午後6時(木曜日は正午〜午後8時)
★休 館 日　毎週月曜日(祝日の場合翌日)，
　　　　　　年末年始(12月29日〜1月3日)
＜保健医療相談＞
　　子どもたちの成長や病気など子育てにおいて

直面する様々な不安や悩みに小児科医や保健師
等小児医療の専門家が相談にお応えします。

　相談時間：午前10時〜午後6時(休館日を除く｡)
　　　　　　(木曜日は正午〜午後8時)
　小児整形に関する専用相談も行っています。
　　木曜　午後2時〜午後4時・土曜　午前10時〜正午
　★来館相談　
　　●予約相談　　●フリー相談(来館時受付)
　★電話相談　☎231-8005(専用電話)
＜事故防止啓発＞
　　交通事故や溺水，誤飲など，幼児の死亡原因の上位を占めている｢不

慮の事故｣を未然に防ぐため，普及啓発や調査・研究に努めています。
　★子どもセーフティハウス
　　　子どもの事故の特徴は家庭内事故が極めて

子どもはぐくみ室
　子育てや健康についてお悩みのときは，ご相談ください。電話相
談のほか，必要に応じ子どもはぐくみ室の職員が家庭訪問します。
★場所と電話　［関係機関一覧｢区役所・支所子どもはぐく

み室一覧｣P64を参照してください。］
★時　　　間　午前8時30分〜午後5時
　　　　　　　(土曜, 日曜, 祝日及び年末年始を除く｡)
　　　　　　　　※8月3日から当面の間は午前9時〜午後5時

4　健康・医療等についての相談

京都難病相談・支援センター
　難病の方や家族の方々の療養生活上の悩みや不安等に
難病の知識等を有する相談員が，電話・面談による相談
に応じています。相談内容に応じて区役所・支所障害保
健福祉課等の関係機関と連携し支援を行っています。
★場所　上京区下立売通新町西入薮ノ内町　京都府庁2号館6階
★電話　414-7830　FAX 414-7832

地域子育て支援ステーション

5　子育てに関する情報提供等

　より身近な地域における子育て支援ネットワークの拠点と
して，京都市内のすべての児童館，保育園(所)及び認定こども
園を｢地域子育て支援ステーション｣に指定し，子育て講座等
の開催や子育てに関する情報提供など，子育て中のご家庭に
気軽に利用していただけるよう様々な取組を行っています。
※地域子育て支援ステーションの取組については，直接，各施設もしくは

各区役所･支所(P64参照)の子どもはぐくみ室にお問い合わせください。
★主な取組
　☆子育て相談の実施
　　　子どものしつけや教育，子育てに関する不安

など日常のちょっとした悩みについて，保育園
(所)，児童館等の職員が相談に応じています。

　☆子育て講座・園庭開放等の実施
　　　保育園(所)・幼稚園に就園していない子どもや

親同士の交流などの場として，子育て講座の開催
や幼児クラブ，園庭開放等を実施しています。
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　詳しくは，第2章1｢子どもを預ける施設(乳児〜小学校入学
前)｣(5)地域での子育て支援活動P19を参照してください。

市立幼稚園教育相談

京都市子育て支援活動いきいきセンター(つどいの広場)

地域子育て相談事業(私立幼稚園)

保育園(所)(地域における子育て支援)

子育てサークルなどの自主活動

親と子のこころのほっとライン［京都市PTA連絡協議会］

　市立幼稚園では，地域子育て支援実施園として，
0歳から5歳までの幼児とその保護者を対象に幼稚
園を開放し，その様子を見ながら子育ての悩み，し
つけなど様々な相談に応じています。詳しくは，各
市立幼稚園(P77参照)にお問い合わせください。

　市内のほぼすべての私立幼稚園で，保護者の身近な子育
てに関する相談を受けたり，園庭・遊具・図書室等の積極
的な開放や親子登園を行うなど，幼児の体験活動の場の提
供や保護者のみなさんの子育て支援を実施しています。詳
しくは，各私立幼稚園(P75参照)にお問い合わせください。

　保育園(所)・幼稚園，児童館が行っている子育て支援の取組とは別
に，子育て中のお母さん方が自主的に集まり，同じ仲間として，日頃
の悩みを語り合ったり，遊びを通じて，子どもたち同士の交流も図る
｢子育てサークル｣の活動が，市内でも活発化してきています。
　また，区社会福祉協議会や民生委員・児童委員を中心とした｢子育
てサロン｣といった活動も広がってきています。
　各区役所･支所(P64参照)に設置している｢子どもはぐくみ室｣におい
ても，一定の情報を把握していますので，関心のある方は，一度問い
合わせてみてはいかがでしょうか？

　子育て中の親子(主に乳幼児を持つ親とその子)が気軽
につどい，交流できる場を提供しています。
　子育てアドバイザーが常駐し，子育てに関する相談に
応じるほか，子育て講座などの事業も行っています。
★開所時間　原則として，午前10時〜午後4時

温もりの電話［京都市地域女性連合会］
　京都市地域女性連合会のボランティア相談員による電話相
談です。子育てや暮らしの知恵など，｢となりのおばちゃん｣に
聞くような気軽さで，誰でもどんなことでも相談できます。
★電話　212-0300
★時間　午前10時〜午後3時(土曜,日曜,祝日,8月中旬,年末年始は休み｡)

となりのおばちゃん子育て支援をする！
　子育て中のお母さん，お父さんが
自由に立ち寄り，育児の悩みなどに
ついて，井戸端会議のように気軽に
話したり，情報交換したりできる
｢場所｣づくりの事業です。京都市地
域女性連合会の会員宅をはじめ，商
店，集会所などを利用し，その目印
として，プレートを掲げています。

　育児や子どものことで悩んでいる保護者の方々や，友達や
勉強，身体のことで悩んでいる子どもたちのための相談電話で
す。様々な研修を受けたボランティアが相談に応じています。
★電話　801-1177
★時間　午前9時〜午後4時30分
　　　　［火曜日(祝日の場合は翌平日)，及び年末年始は休み。］

6　心，悩み，いじめ等の相談

子ども・若者総合相談窓口
　ニート，不登校等の状態にある子ども・若者(30
歳代まで)の社会参加や社会的自立に関する相談に応
じ，適切な支援機関の紹介や情報提供等を行います。
＜京都市中央青少年活動センター＞
★場所　中京区東洞院通六角下る御射山町262
★電話　708-5440
★時間　月曜〜土曜日　午前10時〜午後8時(水曜休み｡)
　　　　日曜日，祝日　午前10時〜午後5時
★休み　水曜日，年末年始

いじめメール相談
　子どもの｢いじめ｣に関する悩みついて，専任
の相談員がメール相談に応じています。
★アドレス　ijime-soudan-mail@edu.city.kyoto.jp
★時間　24時間受付。ただし，メール相談の受

付から返信まで3日程度(土・日・祝・
年末年始を除く)をいただいています。

★対象　京都市在住又は京都市立学校に在籍す
る子ども及びその保護者

24時間子どもＳＯＳダイヤル
　子どもたちが全国どこからでも，夜間・休日を含めて，いつ
でもいじめやその他のSOSをより簡単に相談することができる
よう，全都道府県及び指定都市教育委員会で実施しています。

　下記のダイヤルに電話すれば，原則として電話をかけた所在
地の教育委員会の相談機関に接続します。
★電　　話　0120-0-78310

ヤングテレホン
［京都府警察本部少年サポートセンター］

　京都府警察本部少年課少年サポートセンターでは，専任
の職員が，非行問題や犯罪被害等の少年に関する各種相談
を面接・電話(ヤングテレホン)・メールにて受けています。
★電　話　551-7500(ヤングテレホン)
★メール　京都府警ホームページから
　　　　　　http://www.pref.kyoto.jp/fukei/
★受　付　電話相談　24時間(無休)
　　　　　面接相談　月曜日〜金曜日(年末年始･祝日除く｡)
　　　　　　　　　　午前9時〜午後5時45分
　　　　　ヤングテレホンにて上記曜日・時間にご予約ください。
　　　　　メール相談　24時間(回答は3日程度要します｡)
★所在地　東山区清水四丁目185番地1
　　　　　京都府家庭支援総合センター3階
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 子どもの権利110番［弁護士会］

子どもの人権110番(法務局・人権擁護委員協議会)

ウィングス京都　女性への暴力相談(面接)

男性のためのDV電話相談

　子どもに関わるどんな相談でも応じています。子ど
もの権利に取り組んでいる弁護士が相談にのります。
★場所　中京区富小路丸太町下る
★電話　☎231-2378
★時間　毎週金曜　午後3時〜4時30分(面接相談は前日までに要予約) 　DVやセクシュアルハラスメント，ストーカー等の女

性への暴力の問題に女性のカウンセラーが助言します。
★電話　275-9933(予約専用)
★時間　面接による相談(要予約)
　　　　(予約受付)月･木･金･土曜日　午前10時〜午後5時
　　　　 　　　　 火曜日　午前10時〜午後8時
　　　　 　　　　 (祝日及び12月29日〜1月3日を除く。)

　｢暴力を受けている｣又は｢暴力をやめたい｣など，DV
に悩む男性の相談に男性カウンセラーが応じます。
★電話　277-1326
★時間　毎月第2・第4火曜日
　　　　(祝日及び12月29日〜1月3日を除く。)
　　　　午後7時〜午後8時30分

京都市DV相談支援センター
(配偶者暴力相談支援センター)

京都府家庭支援総合センター
(京都府配偶者暴力相談支援センター)

　相談から被害者の自立生活に向けた支援まで，DV被害
者(女性)への継続的な支援に重点的に取り組んでいます。
★電話　ＤＶ相談専用電話　☎874-4971
★時間　月曜〜土曜日(祝日及び12月29日〜1月3日を除く｡)
　　　　午前9時〜午後5時15分
　　　　緊急ホットライン　☎874-7051
　　　　(相談受付時間外の緊急時はこちらの電話番号へ)

★主な業務
　☆電話相談，面接相談
　☆緊急時における安全確保に向けた支援
　☆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
　☆カウンセリング

　配偶者(事実上同様の関係にある者を含む)からの暴
力の防止及び被害者の保護を図るための施設です。
★電話　ＤＶ相談専用電話　☎531-9910
★時間　毎日(祝日含む｡)　午前9時〜午後8時
★主な業務
　☆相談や相談機関の紹介
　☆カウンセリング
　☆各種情報提供その他の援助

8　DV相談

7　子どもの権利・人権に関する相談

　｢いじめ｣｢虐待｣｢体罰｣など，子どもの人権問題に関する相談電話で
す。法務局の職員又は人権擁護委員が，皆さんのお話を聞いて，どう
したらいいか一緒に考えます。一人で悩まずにお電話ください。
　相談料・通話料は無料。相談内容の秘密は守ります。
★電話　0120-007-110
★時間　月〜金　午前8時30分〜午後5時15分
　　　　(祝日除く。上記以外は留守番電話で対応)
＊インターネットでも相談を受け付けています。
　子どもの人権SOS-eメール　https://www.jinken.go.jp/kodomo

京都市青少年活動センター
　京都市では，青少年の福祉の増進並びに健全な育成及びその自主
的な活動の促進を図るため，市内7か所に青少年活動センターを設置
し，会議室，和室，レッスンスタジオ，料理室等(センターごとで，施
設内容は異なります。)を備えるとともに，各センターで，青少年の地
域参加の促進，多文化共生や国際交流，居場所づくりなど，それぞれ
テーマをもうけ，13歳(中学生)〜31歳未満を対象に様々な事業を実施
しています。また，空き部屋を自習室として開放しています。
　なお，各施設は，13歳(中学生)〜23歳未満の青少年は無料(音楽ス
タジオ，トレーニングルームを除く。)で使用できます。
★時　間　月曜〜土曜日　午前10時〜午後9時
　　　　　日曜日及び祝日　午前10時〜午後6時
★休所日　水曜日及び年末年始
★対　象　市内に在住，通勤又は通学する青少年(13歳(中

学生)〜31歳未満)及び青少年を支援する団体

い人を失ったつらさ，新型コロナウイルス感染
症による不安などを傾聴し，一緒に考えます。 

　★電話　321-5560
　★時間　土・日・祝日・年末年始を含む24時間(令和3年3月31日まで)
　 ※令和3年4月以降の受付時間は，こころの健康増進
　　センターのホームページを御確認ください。
　　http://kyoto-kokoro.org/
(3)来所相談，精神科医による診察等(予約制)
　　相談内容により，来所相談，精神科医による診察等を

行っています。まずは相談専用電話にご相談ください。
　★電話　314-0874(相談専用)
　　　　  電話相談⇒来所相談⇒診察及び診療
　　　　  (思春期，アルコール・薬物・ギャンブルの依存)
　※診察医療費がかかります(保険適用)。
(4)法律相談(予約制)
　　精神障害のある方及びその家族等のために，月

2回，京都弁護士会の協力を得て開催しています。
まず，相談専用電話での予約をお願いします。

　★電話　314-0874
　★時間　毎月第2・第4木曜日　午後1時30分〜4時30分
　※相談時間は，お一人50分程度です。
(5)デイ・ケア
　　精神科に通院している統合失調症の方のための｢就労準

備デイ・ケア｣及びうつ病で療養中の方のための｢症状改善
と就職・復職の準備性を高めるデイ・ケア｣を行っていま
す。さまざまなプログラムや職場実習を行い，就労に向け
て一定期間準備をしていくリハビリテーションの場です。

　※費用は医療保険が適用になります。

　市民のこころの健康の保持増進や，精神疾患の予
防，適切な精神医療の推進，精神障害のある方の自立
と社会参加の促進のため下記の事業を行っています。
※(1)〜(4)については相談専用電話，(5)についてはデイ・ケア課が窓口となります。
※相談日，電話受付等は，土・日・祝日・年末年始を除きます。
★場所　中京区壬生仙念町30
　　　　(京都市地域リハビリテーション推進センター建物内)
★電話　314-0874(相談専用)
　　　　314-0510(デイ・ケア課)　FAX 314-0542
　　　　314-0355(相談援助課)　FAX 314-0504
(1)電話相談
　　こころの悩み，アルコール・薬物・ギャンブルの依存な

ど，こころの健康に関する様々なご相談をお受けしています。
　★電話　314-0874(相談専用)
　★時間　午前9時〜12時，午後1時〜4時
(2)｢きょう・こころ・ほっとでんわ｣
　  自死遺族・自殺予防こころの相談電話
　　死にたいほどつらい気持ちや自死により親し

精神科救急医療相談

こころの健康増進センター

精神保健福祉相談

　緊急に精神科の医療が必要な場合に，精神科救急情報センターが電話
による救急受診の相談等に応じ，必要に応じて医療施設を紹介します。
★問合先　精神科救急情報センター
★電　話　323-5280
★時　間　平日　午後5時〜翌日午前8時30分
　　　　　土曜，日曜，祝日，年末年始　24時間

　区役所･支所保健福祉センターにおいて，月4回，精
神科医師や精神保健福祉相談員等がこころの健康に関
するご相談をお受けします。(予約不要・無料)
　実施日時は，区役所･支所障害保健福祉課へお問い合わせください。

京都府自殺ストップセンター
　うつ病や多重債務，生活苦など，死にたいほどのつらい悩みを相談できます。
　臨床心理士や精神保健福祉士などの専門家が，必要に応じて関係機関
と連携しながら，問題解決の方法を一緒に考えます。相談は無料です。
(1)電話による相談
　★電話　0570-783-797(0570　なやみ　なくなる) 
　★時間　月曜〜金曜日(祝日及び年末年始を除く。)　午前9時〜午後8時 
(2)LINE電話による相談
　　右のQRコードから｢友だち｣登録のうえ，
　無料通話機能をご利用ください。 
　　トーク機能を利用した相談は行っておりません。
　★時間　月曜〜金曜日(祝日及び年末年始を除く。)　午前9時〜午後8時

精神障害者家族支援事業
(電話相談・面接相談)

　精神障害のある方やその家族が悩みや苦しみを抱えたまま孤立しないように，相談
窓口等を設置し，理解し，寄り添いながら，一緒に問題解決の方向性を探ります。
★ 問 合 先　(公社)京都精神保健福祉推進家族会連合会
★電話相談　平日 午後1時〜4時　 ☎354-6559
★面接相談　火曜・水曜日　☎354-6700(要予約)
※臨床心理士等の専門職が対応




