
DV 京都府亀岡警察署 0771-24-0110 緊急時110

京都中部広域消防組合 緊急時119

ウィメンズカウンセリング京都 ②⑤⑥ ０７５-222-2133 P 1

亀岡市女性の相談室 ①③④⑥ ０７７１-２５-７１７１ P1３

京都SARA （サラ） ①②③⑥ 075-222-7711 P21

京都府家庭支援総合センター （DV・女性相談専用）

①②③④⑥ 075-５３１-9910        P24

京都府男女共同参画センター らら京都 075-692-3437        Ｐ26

①②④⑤⑥

女性の人権ホットライン ①②③④⑤ 0５７０-０７０-８１０ P3３

特定非営利活動法人 NPO亀岡人権交流センター ０７７１-２５-５０８４ P37

④⑦ LINE：@OMAMORI児童虐待

①自分の身に危険がある(ケガをしている）

②性犯罪・性暴力を受けている

③今すぐ逃げたい

④シェルターを探している

⑤自分の行為がDVならやめたい

⑥女性によるカウンセリングを受けたい

⑦食事や衣類・住まいの紹介を受けたい

①子どもの身に危険がある（アザや傷がある）

②子どもを保護してほしい（やめてとは言えない）

③子どもの泣き叫ぶ声が聞こえる

④大人のどなり声や大きな物音が聞こえる

⑤子どもの服や髪が乱れ、何日も同じ服を着ている

⑥子どもが給食を何回もおかわりするので気になる

⑦イライラして子どもにあたってしまう

⑧子どもだけでも親子でも利用できる「こども食堂」

を知りたい

京都府亀岡警察署 0771-24-0110 緊急時110         

京都中部広域消防組合 緊急時119

亀岡市子育て支援課 ①②③④⑤⑥⑦ 0771-25-5138 P ９

京都府家庭支援総合センター （児童虐待専用）24時間

①②③④⑤⑥⑦ 075-531-9900 P2５

京都府男女共同参画センター らら京都 ⑦ 075-692-3437 P26

子どもの人権110番 ①②③④⑤⑥⑦ 0120-007-110 P32

児童相談所虐待対応ダイヤル １８９ P3４

①②③④⑤⑥⑦

特定非営利活動法人 NPO亀岡人権交流センター 0771-25-5084 P37

⑤⑥⑦⑧ LINE：@OMAMORI 

■主な相談内容 ■相談窓口
○番号は各機関等が主な相談内容の中で対応できる項目を記載しています。



介護（高齢者虐待）・障がい

京都府亀岡警察署 0771-24-0110 緊急時110

京都中部広域消防組合 緊急時119

亀岡市健康増進課 ②⑦ 0771-２５-５００４ P 6

亀岡市高齢福祉課 ①③④⑤⑥⑦ P7をご参照ください P 7

亀岡市障がい福祉課 ⑧⑨⑩ P8をご参照ください P ８

亀岡市地域包括支援センター ①②③④⑤⑥⑦ P15をご参照ください P15

京都府家庭支援総合センター（障がい相談専用） 07５-531-9608 P25

⑨⑩

社会福祉法人 亀岡市社会福祉協議会 介護事業課

①②③④⑤⑥⑦ 0771-２9-2704 P３4

デイサービスひだまり ⑦ 0771-2３-0582 P38

①介護者のどなり声や高齢者の助けを求める声が

聞こえる

②自分や家族の物忘れがひどくなってきた

③金銭管理ができなくなってきた

④介護認定や介護サービスについて知りたい

⑤家をバリアフリーにするので補助金を受けたい

⑥介護と仕事の両立で苦しんでいる

⑦介護予防サービスを受けたい

⑧身体障害者手帳の交付を受けたい

⑨自立支援医療（更生医療・精神通院）の公費

負担を受けたい

⑩補装具や日常生活用具の給付を受けたい

■主な相談内容 ■相談窓口
○番号は各機関等が主な相談内容の中で対応できる項目を記載しています。

生活困窮 亀岡市生活相談支援センター ① 0771-56-8039 P14

①生活の悩みや経済的な困りごとを相談したい

犯罪被害

①ストーカー被害の悩みを相談したい

②性犯罪（痴漢・盗撮など）について相談したい

③犯罪被害で苦しんでいる

④性暴力を受けている

⑤駅・電車内の痴漢・盗撮について相談したい

京都府亀岡警察署 0771-24-0110   緊急時110

京都SARA（サラ） ①②③④ 075-222-7711 P21

京都ストーカー相談支援センター（KSCC)    ① 075-415-1124 P22

公益社団法人 京都犯罪被害者支援センター 075-415-3008 P３１

①②③④

レディース相談（京都府警察鉄道警察隊)     ⑤ 075-682-0913 P45



妊娠・出産
①産前産後のサポートについて知りたい

②乳幼児の保育について知りたい

③地域の子育て情報を知りたい

④赤ちゃんと一緒に「こども食堂」を利用したい

NPO法人亀岡市子育てネットワーク ①②③ 0771-20-1556 P ２
亀岡市子育て支援センター ①②③ 0771-29-2710 P 3

亀岡市子育て支援課 ①③ 0771-56-8085 P ９

きょうと子育てピアサポートセンター ③ 075-692-3444 P20

特定非営利活動法人 NPO亀岡人権交流センター 0771-25-5084 P３8
④ LINE:＠OMAMORI 

子育て
①子どもの成長発達について相談したい

②子育てに悩んでいるので相談したい

③子どものほめ方や叱り方を相談したい（しつけと体罰）

④思春期の子どもの対応について相談したい

⑤子育てと仕事を両立させたい（仕事を探したい）

⑥親子で活動したり、遊んだりできる場所がほしい

⑦２～３時間子どもを預けたい（セミナー等の受講）

⑧子どもが放課後に過ごせる場所がほしい

⑨子どもの学習支援をしてほしい

⑩子どもの居場所や食事の提供をしてほしい

⑪ひとり親家庭の公的サポートや生活の不安を相談したい

NPO法人亀岡市子育てネットワーク 0771-20-1556 P ２

①②③④⑤⑥⑦
亀岡市子育て支援センター ①②③⑦ 0771-29ｰ2710 P ３

亀岡市学校教育課 ①②③④ 0771-25‐6786 P 4

亀岡市社会教育課 ⑧⑨ P5をご参照ください P ５

亀岡市子育て支援課 ①②③④⑤⑥⑪ P9をご参照ください P ９

亀岡市保育課 ⑦ 0771-25-5028 P10

亀岡市ファミリー・サポート・センター ⑦⑪ 0771-24-9192 P１６

京都ジョブパーク マザーズジョブカフェ ０７５-692-3445 P２２

⑤⑦⑪

京都府南丹保健所 ②④⑦ 0771-62-4751 P28

(一般社団法人) 育ちとつながりの家ちとせ ０７７１-56-9018 P３５
①②③④⑤⑥⑨

特定非営利活動法人 NPO亀岡人権交流センター 0771-25-5084 P3７
②⑩⑪ LINE：@OMAMORI

■主な相談内容 ■相談窓口
○番号は各機関等が主な相談内容の中で対応できる項目を記載しています。

不妊治療

①女性による相談を受けたい

②仕事との両立について相談したい

京都府 仕事と不妊治療の両立支援コール 075-692-3467 P23
①②

京都府 妊娠出産・不妊ほっとコール ①② 075-692-3449 P23



ひきこもり

①家族がどのように接してよいのか分からない

②生活を変えるきっかけが欲しいので相談したい

③フリースクールに行きたい

④高校卒業資格を取りたい

⑤就労と生活自立のためのスキルを身に着けたい

(一般社団法人)育ちとつながりの家ちとせ ０７７１－56-9018 P３５
①②③⑤

脱ひきこもり支援センター ①② 075-531-5255 P3６

ひきこもりサポート事業 ①② 0771-23-5１10 P43

（社会福祉法人 亀岡市社会福祉協議会）

（認定フリースクール）学びの森 ①②③④ 0771-2９-５８００ P44

いじめ・不登校

①アザや傷がある

②家のお金を持ち出している

③子どもの様子が以前と違う

④子どもの友人関係や生活が変わった

⑤学習が遅れるのでどうしたらよいか

⑥子どもへの対応の仕方がわからない

⑦午前中から子どもが利用できる児童館を知りたい

各学校 ①②③④⑤⑥ 各学校へご相談ください

亀岡市学校教育課 ①②③④⑤⑥ 0771-25-6786 P ４

亀岡市みらい教育リサーチセンター ⑤⑥ 0771-26-3915 P 6

亀岡市子育て支援課 ①②③④⑥ 0771-25-5138 P  9

亀岡市人権啓発課 ⑦ 0771-25-5018 P12

京都府家庭支援総合センター ①②③④⑤⑥ 07５-531-9606 P2５

子どもの人権110番 ①②③④⑤⑥ 0120-007-110 P32

(一般社団法人) 育ちとつながりの家ちとせ ０７７１－56-9018 P３５
①②③④⑤⑥⑦

（認定フリースクール）学びの森 ③④⑤⑥⑦ 0771-29-5800 P44

孤独・孤立予防

①ゲーム依存や睡眠などの問題を相談したい

②ヤングケアラーなどくらしの不安を相談したい

③重度障がいやLGBTQユースなどの高校生世代

の悩みや孤立・孤独予防を相談したい

(一般社団法人)育ちとつながりの家ちとせ ０７７１－56-9018 P３５
①

特定非営利活動法人 NPO亀岡人権交流センター 0771-25-5084 P37

①②③ LINE：@OMAMORI 

■主な相談内容 ■相談窓口
○番号は各機関等が主な相談内容の中で対応できる項目を記載しています。



①人権侵害（差別）について弁護士に相談したい

②日常生活における人権侵害全般について

相談したい

③SNSのトラブルや対人関係に悩んでいる

④SNSトラブル防止や人権に関わる講座を受けたい

亀岡市人権啓発課 ②③ 0771-25-5018 P12

京都府南丹広域振興局 ①②③ 0771-24-8430 P27

特定非営利活動法人 NPO亀岡人権交流センター 0771-25-5084 P３７

④ LINE：@OMAMORI

■主な相談内容 ■相談窓口
○番号は各機関等が主な相談内容の中で対応できる項目を記載しています。

人権相談

①対人関係、家族関係の悩み、生き方の悩み、性の

悩み、子育ての悩みなどの相談

②性暴力、セクシャアルハラスメント、児童期の性虐

待、DV（夫・恋人からの暴力）、 摂食障害、依存症、

うつ、 PTSDなどの相談

ウィメンズカウンセリング京都 ①② 075-222-2133 P １

女性の様々な悩みのカウンセリング

①養育費、慰謝料について相談したい

②親権について相談したい

③働きながら一人で子育てするにはどうしたらいいか

④働く場所を探している

⑤ひとり親家庭の「こどもの居場所」を利用したい

亀岡市子育て支援課 ③ 0771-25-5138   P 9

京都府ひとり親家庭自立支援センター (南部センター） ０７５-662-3773 P29

①②③④⑤

特定非営利活動法人 NPO亀岡人権交流センター 0771-25-5084 P３7
⑤ LINE：@OMAMORI

離婚・別居（ひとり親就労）



職場での悩み

①職場でのいじめやハラスメントついて相談したい

亀岡市女性の相談室 ① ０７７１-２５-７１７１ P13

京都府男女共同参画センター らら京都 ① 075-692-3437 P26

女性の人権ホットライン ① 0570-070-810   P３３

園部労働基準監督署 ① 0771-62-0567 Ｐ35

多文化共生

オフィス・コン・ジュント ①②③④⑤⑥⑦ 0771-23-6579 P ３

かめおか多文化共生センター

①②③④⑤⑥⑦ 0771-56-8160 P18

多文化共生ケアサロン KIRINOWA   0771-2３-０５８２ P３６
⑥⑦

①多言語でゴミの出し方を教えてほしい

②多言語で地震の時の逃げ方を教えてほしい

③多言語による生活の情報がほしい

④日本語を学びたい

⑤子どもが通える日本語教室を知りたい

⑥様々な文化を持つ人と交流したい

⑦子どもの通える居場所を知りたい

■主な相談内容 ■相談窓口
○番号は各機関等が主な相談内容の中で対応できる項目を記載しています。

福祉に関する悩み

①生活困窮や介護、子育てなど福祉に関する様々
な悩みがあるが、どこに相談すればよいかわから
ない

福祉なんでも相談窓口 ① 0771-25-5029



京都ジョブパーク ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ 075-682-8915 P21

京都ジョブパーク マザーズジョブカフェ 075-692-3445 P22
①②③⑦⑧⑨

京都府ひとり親家庭自立支援センター（南部センター）
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ 075-662-3773 P29

公益社団法人 亀岡市シルバー人材センター 0771-24-7423 P30
⑨

なんたん障害者就業・生活支援センター 0771-24-2181    P39                      
①②④⑤⑥⑦⑧⑨

なんたん地域若者サポートステーション 0771-23-8002 P40
②③④⑥

ハローワーク園部 ①②③④⑦⑧⑨ 0771-62-0246    P41

ハローワーク西陣 ①②③④⑤⑨ 075-451-8609    P41

ハローワーク西陣烏丸御池庁舎
①②③⑦⑧⑨ 075-255-1161 P42

マザーズハローワーク烏丸御池
①②③⑦⑧⑨ 075-222-8609 P42

ハローワークプラザかめおか
①②③⑦⑧⑨ 0771-24-6010          P42

①仕事を探したい

②ライフスタイルに応じた就職をしたい

③就職するためのセミナーを受講したい

④障がいがあることをオープンにせず就職したい

⑤障がいがある人の就職について相談したい

⑥「働くこと」に悩んでいる若者の相談場所がほしい

⑦子育てをしながら働きたい

⑧ひとり親家庭で仕事と子育てを両立させたい

⑨高齢者が働ける仕事を探したい

就労

■地域や社会に貢献したい ■相談窓口
○番号は各機関等が主な相談内容の中で対応できる項目を記載しています。

起業
①自身の起業・経営について相談したい

②女性チャレンジオフィスの設置について相談したい

③何か新しい事業を始めたい

④女性起業家としてステップアップしたい

（女性活躍支援拠点）京都ウィメンズベース 075-692-3495 P19
④

京都府男女共同参画センター らら京都 075-692-3437 Ｐ26

①②③



男女共同参画をめざしたい

①男女共同参画の豊かな地域社会づくりを

めざす活動に参加したい
京都府女性の船「ステップあけぼの」亀岡支部

① 0771-27-2679 P2６

ジェンダーフリーを進めたい

①ジェンダーフリーの視点に立つ豊かで住みやすい

まちづくりを進めたい

ジェンダーフリーのまちづくり会議 ① 0771-2７-27６２ P34  

障がい児者及びその家族を支援したい

亀岡市障害児者を守る協議会 ① 0771-23-0287 Ｐ12
①障がい児者及びその家族が生きる上での

権利が守られることをめざした活動がしたい

更生保護

亀岡地区更生保護女性会 ① 0771-2２-１０８０ P19
①女性の立場から地域の中で青少年の立ち直り

を支援する活動に参加したい

■地域や社会に貢献したい ■相談窓口
○数字は各機関等が主な相談内容の中で対応できる項目を記載しています。

①ボランティアをしたい

②ボランティア活動を依頼したい

③一緒に活動する仲間を見つけたい

ボランティア活動

亀岡市災害ボランティアセンター ①② 0771-23-6711            P11

亀岡市ボランティアセンター ①②③ 0771-23-6711 P17





 
 

ウィメンズカウンセリング京都 
女性による女性のためのカウンセリングです。 

 

＜支援内容＞ 

・対人関係、家族関係の悩み、生き方の悩み、性の悩み、 

子育ての悩みなどの相談 

・性暴力、セクシュアルハラスメント、児童期の性虐待、ＤＶ

（夫・恋人からの暴力）、摂食障害、依存症、うつ、ＰＴＳＤなど 

の相談 

＜所在地＞ 

〒604-0091 

京都市中京区丸太町通西洞院東入梅屋町 166-7 

ＳＤビル 3 階 

＜利用時間＞ 

月曜～土曜（10 時～２０時） 

＊祝日・年末年始を除く 

＜お問い合わせ＞ 

Tel:075-222-2133 （受付時間：10 時～17 時） 

Fax:075-222-1822 

Email:info@w-c-k.org 

 

 

＊民間のカウンセリングルームです。相談は有料となります。 

 （1 回 50 分 5,500 円（税込）予約制） 
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NPO 法⼈ ⻲岡⼦育てネットワーク 
子どもたちの笑い声が響くまちを目指しながら、地域の子育て 

支援を行っています。 
 

＜＜支支援援内内容容＞＞  

・赤ちゃんが生まれたら：亀岡の子育て応援メルマガ 

「Ｇyutto めーる」 

・出かけられるようになったら：親と子のほっこりスペース 

「ゆりかごひろば（千歳町）」・「ゆりかごひろば亀岡駅前」 

子どものこころが育つ親子 Room「COCO いく」 

・6 ヵ月を過ぎたら：一時保育あったか Room「りとっぽ」 

 

＜＜所所在在地地＞＞  

〒621-0804 

亀岡市追分町谷筋 37-21 

＜＜利利用用時時間間＞＞  

月曜～金曜（9 時～17 時）＊祝日、夏期・冬期休暇を除く 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  

Tel:0771-20-1556  

Fax:0771-20-1556   

Email:info@k-kosodate.net 

 

＊支援内容によっては予約が必要。事前にお問い合わせ 

ください。 
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オフィス・コン・ジュント 
世界中のさまざまな文化を持った人々との共生を目指しています。 

 

＜＜活活動動内内容容＞＞  

・ひまわり教室 

（外国につながる子どもたちや保護者の学習支援） 

・グローバルセッション（外国出身者、外国語指導助手、国内外の研究者を招いて対話） 

＜＜連連絡絡先先＞＞  

〒621-0815 

亀岡市古世町 1 丁目 2-41 

代表 児島 きよみ 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  

Tel:0771-23-6579 

Email:kiyomi-kojima@gaia.eonet.ne.jp 

 

 

⻲岡市⼦育て⽀援センター「かめおかっこひろば」 

（社会福祉法⼈ ⻲岡市社会福祉協議会） 
子育て家庭やこれから子どもを迎えるご家庭などを応援しています。 

 

＜＜活活動動内内容容＞＞  

・子どもたちの遊びの場や保護者どうしの交流の場を提供 

・子育て支援に関する情報提供や子育て相談 

＜＜所所在在地地＞＞〒621-0806 亀岡市余部町樋又 61 番地の１ 

                         （ふれあいプラザ内） 

＜＜利利用用時時間間＞＞  

9 時～16 時 

＊木曜・年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  

Tel:0771-29-2710 

Fax:0771-29-3666 

Email:kosodate@fukukame-net.or.jp 

HHPP  LINE 
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⻲岡市 教育委員会 学校教育課 
亀岡市教育委員会では、児童生徒による暴力行為、いじめ、少

年非行などの問題行為に対応するため、「かめおかサポートコー

ル」を開設しています。 

学校、関係機関、教育委員会が連携して問題行為の未然防止 

や早期解決に努めます。 

 

＜＜所所在在地地＞＞  

〒621-8501 

亀岡市安町野々神8番地 

＜＜利利用用時時間間＞＞  

月曜～金曜（8時30分～17時15分） 

※祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  

Tel:0771-25-6786 

Fax:0771-23-3100 

Email:gakkou-shidou@city.kameoka.lg.jp 
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亀岡市 教育委員会 社会教育課 
 

＜活動内容：放課後児童会＞ 

保護者が就労などで不在等の理由により、放課後に帰宅し

ても保育を受けることができない児童を対象に放課後児童

会を開設しています。 

＜所在地＞ 

〒621-8501 

亀岡市安町野々神８ 

＜利用時間＞ 

各放課後児童会  

平日（月曜～金曜日）：授業終了後から18時まで 

（延長時間１８時半まで） 

開設する土曜日：8時３０分から12時30分まで（原則として月1回、第2土曜日に開設） 

学年始・夏季・冬季・学年末休業日・運動会等の代休日： 

8時～１８時（延長時間１8時半まで） 

 

＊日曜・開設しない土曜・国民の祝日・気象警報発表等に 

より学校が休業の日・8月中旬の3日間 

年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜お問い合わせ＞ 

Tel:0771-２５－５１９９ 

（月曜～金曜 8 時 30 分～17 時 15 分） 

Fax:0771-２５-５５１３ 

Email:syakai-kyouiku@city.kameoka.lg.jp 

 

＜活動内容:地域未来塾＞ 

中学 3 年生及び義務教育学校 9 年生を対象に無料の学習

支援（地域未来塾）を実施しています。 

＜お問い合わせ＞ 

Tel:0771-２５-５054 

Fax:0771-２５-５５１３ 

Email:syakai-kyouiku@city.kameoka.lg.jp 
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⻲岡市 教育委員会 みらい教育リサーチセンター 
子育てや学校（園）生活などでの悩みの相談を行っています。 

 

＜＜活活動動内内容容＞＞  

・不登校、友達関係、心身の発達などについての相談受付（無料） 

＜＜所所在在地地＞＞  

〒621-0242 

亀岡市宮前町神前長野１５ 亀岡市交流会館３階 

＜＜利利用用時時間間＞＞  

月曜～金曜（９時30分～1６時３０分） 

＊祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  

Tel:０７７１-２６-3915 

Fax:0771-26-7031 

Url:http://www.city.kameoka.kyoto.jp/site/mirai

/14314.html 
 

＊相談を希望される方は、事前にお問い合わせください 
 

⻲岡市 健康福祉部 健康増進課 
健康づくりに関する相談、がん検診、地域医療連携、認知症に

関する相談、予防接種などを行っています。 
 

＜＜所所在在地地＞＞  

〒621-8501 

亀岡市安町野々神8番地 

＜＜利利用用時時間間＞＞  

月曜～金曜（8時30分～17時15分） 

＊祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  

Tel:0771-25-5004 

Fax:0771-24-3070 

Email:kenkou-zousin@city.kameoka.lg.jp  
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亀岡市 健康福祉部 高齢福祉課 

 
＜所在地＞ 

〒621-8501 

亀岡市安町野々神8番地 

＜利用時間＞ 

月曜～金曜（8時30分～17時15分） 

＊祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜お問い合わせ＞ 

①要介護認定の申請（Tel:0771-25-5081） 

②介護保険料に関すること、介護保険のサービスなど 

（Tel:0771-25-５１８２） 

③高齢者相談、権利擁護など（Tel:0771-25-5０３２） 

④地域包括支援センター、成年後見制度 

（Tel:0771-25-5127） 

Tel:各支援窓口にお問い合わせください。（①～④参照） 

Fax:0771-24-3070 

Email:kaigo-hoken@city.kameoka.lg.jp 
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⻲岡市 健康福祉部 障がい福祉課 

身体障害者手帳の交付、自立支援医療の公費負担、補装具、 

日常生活用具の給付などを行っています。 
 

＜＜所所在在地地＞＞  

〒621-８５０１ 

亀岡市安町野々神８ 

＜＜利利用用時時間間＞＞  

月曜～金曜（8時30分～17時15分） 

＊祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  

① 障がい総務係（Tel:0771-２５-５０３１） 

  障がい手当(特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童

扶養手当)、福祉タクシー等利用券など 

② 障がい者医療係（Tel: 0771-２５-５０３１） 

障害者手帳(身体・療育・精神)交付申請 

福祉医療、自立支援医療（更生医療・育成医療、特別対策事業） 

補装具費支給など 

③ 地域生活支援係（Tel: ０７７１-２５-５１８９） 

意思疎通支援事業・日常生活用具給付事業などの地域生活

支援事業 

虐待通報など 

④ 障がい者給付係（Tel: ０７７１-２５-５１８９） 

障害福祉サービスの審査支給など 

Tel:各窓口にお問い合わせください。（①～④参照） 

Fax: ０７７１-２５-５５１１ 

Email: syougai-fukusi@city.kameoka.lg.jp 
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亀岡市 こども未来部 子育て支援課 
 

＜所在地＞ 

〒621-0805 

亀岡市安町釜ヶ前82番地（亀岡市保健センター） 

＜利用時間＞ 

月曜～金曜（8時30分～17時15分） 

＊祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜お問い合わせ＞ 

①こども政策係（Tel:0771-2５-5126） 

    子どものあそびばなど 

②こども支援係（家庭児童相談室）（Tel:0771-25-5１３８） 

子ども、子育ての相談など 

③こども給付係（Tel:0771-25-5027） 

児童手当、児童扶養手当、こども医療、ひとり親家庭支援 

（ひとり親家庭相談、ひとり親家庭医療費助成、就職のた

めの資格取得支援制度、養育費取決め助成制度）など 

④母子健康係（子育て世代包括支援センターBCome） 

（Tel:0771-56-8085） 

妊産婦から子育て期の相談 

Tel:各支援窓口にお問い合わせください。（①～④参照） 

Fax:0771-25-5128 

Email:fukusi-soumu@city.kameoka.lg.jp 
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亀岡市 こども未来部 保育課 
保育所（園）、認定こども園、市立幼稚園に関することを行ってい

ます。 
 
 

＜所在地＞ 

〒621-0805 

亀岡市安町釜ヶ前82番地（亀岡市保健センター） 

＜利用時間＞ 

月曜～金曜（8時30分～17時15分） 

＊祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜お問い合わせ＞ 

①保育政策係（Tel:0771-25-5028） 

  幼児教育・保育の無償化に関することなど 

②保育幼稚園係（Tel:0771-25-5028） 

  保育所等の入所に関することなど 

Tel:各支援窓口にお問い合わせください。（①②参照） 

Fax:0771-25-5128 

Email:hoiku@city.kameoka.lg.jp 
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⻲岡市災害ボランティアセンター 

（社会福祉法⼈ ⻲岡市社会福祉協議会） 

  地域住民の防災訓練や啓発事業を通じて、地域住民が地域

で顔の見える関係を築き、支え合い助け合いが出来るまちづく

りを推進します。 

 

＜＜活活動動内内容容＞＞  

・地震や水害などの災害発生時に、災害ボランティアの派遣 

・災害ボランティアの登録募集 

＜＜所所在在地地＞＞  

〒621-0806 

亀岡市余部町樋又 61 番地の 1（ふれあいプラザ内） 

＜＜利利用用時時間間＞＞  

災害発生時により変動しますので、HP などで確認してください。 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  

Tel:0771-23-6711（月曜～金曜 9 時～17 時） 

Fax:0771-24-0350 

Email:tiikifukusi@fukukame-net.or.jp 

＊祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

 

＊災害はいつ発生するかわかりません。普段から予防や減災な

ど防災の意識を持ち、災害に備えていただくことが重要です。

また、平時から地域でのつながりを大切にし、災害発生時に

協力し合える地域づくりを進めることも必要ではないでしょうか。 
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亀岡市 生涯学習部 人権啓発課 
＜相談内容＞ 

・特設人権相談 

月２回（原則第２・第４月曜日）「特設人権相談」を開設して 

います。 

法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委員が、人権に 

かかわる相談に応じています。事前予約は不要です。 

開設日や時間はホームページをご覧ください。 

＜お問合せ＞ 

〒621-8501 

亀岡市安町野々神8番地 

Tel:0771-25-5018 

Fax:0771-22-6372 

Email:jinken-keihatsu@city.kameoka.lg.jp 

＜業務時間＞ 

月曜～金曜（8時30分～17時15分） 

＊祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

 
 

亀岡市障害児者を守る協議会 
障がい児者及びその家族が生活をしていく上で、様々な権利が保

障されることを目指し、活動しています。 
 

＜活動内容＞ 

・新成人を祝う会の開催 

・学習会又は施設見学会 

・レクリエーション 

・広報紙「ウイング」発行 

＜連絡先＞ 

〒621-0864 

亀岡市内丸町 45-1 亀岡市総合福祉センター内 

団体事務室 代表 山内 節子 

＜お問い合わせ＞ Tel:0771-23-0287 
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亀岡市 女性の相談室 

  仕事、夫婦、家庭、子育て、セクハラ、ＤＶ（夫または恋人から

の暴力）など女性が抱えるさまざまな悩みについて相談を受け

付けています。 

 

＜利用時間＞  

・一般相談：月曜～金曜（10時～16時） 

・専門相談：フェミニストカウンセリング（５０分）  

原則 毎月第3木曜･偶数月第１土曜 

女性弁護士による法律相談（３０分）   

原則 毎月第2･偶数月第4木曜 

＊専門相談は事前予約制 

＊祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜お問い合わせ＞ 

〒621-8501 

亀岡市生涯学習部人権啓発課 

亀岡市安町野々神8番地 

Tel:0771-25-7171 

Fax:0771-22-6372 

  （月曜～金曜10時～16時） 
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⻲岡市⽣活相談⽀援センター 

 生活の悩みや経済的な困りごとなど、ひとりで悩まず、まず 

当センターにご相談ください。 

 

＜＜活活動動内内容容＞＞  

・毎日の生活の中で不安や心配なこと、将来のことなど、何で

もご相談ください（無料）。 

・収入がなく生活できない 

・親の介護のために仕事を続けられるか不安 

・ひきこもりの子どもの将来が不安 

・病気になって、これからの治療や生活が不安 

＜＜所所在在地地＞＞  

〒621-０８０5 

亀岡市安町釜ヶ前23-5 

アザレアマンション1階 

＜＜利利用用時時間間＞＞  

月曜～金曜（9時～17時） 

＊祝日・年末年始を除く 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  

Tel:0771-５６-8039 

Fax:0771-５６-8059 

Email:kameoka-center@com-sagano.com 
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亀岡市地域包括支援センター 
  高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心した生活を続けら

れるよう専門職員が支援を行っています。 

 

＜支援内容＞ 

・介護予防サービス等の利用を支援（ケアマネジメント） 

・さまざまな問題を解決するための総合相談 

・虐待防止など高齢者の権利や安全を守る取組 

・地域の様々な資源を活用しながら、継続したサービスを受

けられるように支援 

 

＊お住まいの地域を担当する地域包括支援センターへご相談

ください。 

センター名 所在地 お問い合わせ 担当地域 

亀岡地域包括支援 

センター 
旅籠町29番地 29-5155 亀岡地区 

南部地域包括支援 

センター 

曽我部町西条下檀ノ上 

3番地１  

コーポ光 1階102・2階205 

23-1600 

東別院町 

西別院町 

曽我部町 

中部地域包括支援 

センター 

余部町宝久保1番地1 

（ガレリアかめおか内） 
29-0015 

吉川町 

薭田野町 

大井町 

千代川町 

西部地域包括支援 

センター 
本梅町平松ナベ倉12番地 26-0056 

本梅町 

畑野町 

宮前町 

東本梅町 

川東地域包括支援 

センター 

河原林町河原尻上砂股 

100番地 
25-0863 

馬路町 

旭町 

千歳町 

河原林町 

保津町 

篠地域包括支援 

センター 
篠町篠下中筋45番地3 25-3841 篠町 

つつじケ丘地域 

包括支援センター 

西つつじケ丘大山台１丁目 

16番3号 
22-9336 

東つつじケ丘 

西つつじケ丘 

南つつじケ丘 
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⻲岡市ファミリー･サポート･センター 

（社会福祉法⼈⻲岡市社会福祉協議会） 
地域の笑顔と思いやりでつながる子育て支援を行っています。 

 

＜＜活活動動内内容容＞＞  

・子育てのお手伝いを頼みたい「おねがい会員」と子育てのお手

伝いをしたい「まかせて会員」が、子育ての助け合いを行う有

償でお互いに援助しあう活動の場を提供 

＜＜所所在在地地＞＞    

〒621-0806 亀岡市余部町樋又 61 番地の１ 

（ふれあいプラザ内） 

＜＜利利用用時時間間＞＞  

9 時～17 時 

＊木曜・年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  

Tel:0771-24-9192 

Fax:0771-29-3666 

Email:kosodate@fukukame-net.or.jp 

 

＊「まかせて会員」登録は、まかせて会員講習会での受講が必

要です。講習会は、年 3 回（6 月、9 月、1 月）実施しています。 
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⻲岡市ボランティアセンター 

（社会福祉法⼈ ⻲岡市社会福祉協議会） 
希望される分野や内容、可能な作業内容に合わせて個人や

団体でのボランティア活動をご紹介します。 

  

＜＜活活動動内内容容＞＞  

・地域のサロンのお手伝い、アトラクションによる訪問活動 

・障がいのある方への支援、子育て支援、高齢者支援など 

・ボランティア活動時の保険に関すること 

・運営に必要な助成金に関すること 

＜＜所所在在地地＞＞  

〒621-0806 

亀岡市余部町樋又 61 番地の 1（ふれあいプラザ内） 

＜＜利利用用時時間間＞＞  

月曜～金曜（9 時～１７時） 

＊祝日・年末年始（１２/２９～１/３）を除く 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  

Tel:0771-23-6711（月曜～金曜 9 時～17 時） 

Fax:0771-24-0350 

Email:tiikifukusi@fukukame-net.or.jp 

＊祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

 

 

＊ボランティア活動はとても幅の広いものです。「始めてみよう」

「一緒に活動したい」「紹介してほしい」と思われた方はお気

軽にご相談ください。 

＊担当者不在のこともございますので、お越しいただく場合は、

事前にお電話をお願いします。 
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かめおか多文化共生センター 
 外国人住民にとっても住みやすく、多様性を活かしながらお互

いが安心して暮らせる多文化共生社会を実現していきます。 

 

 

＜活動内容＞ 

多言語での生活相談や情報提供、関係機関への取り次ぎ 

対応言語（電話通訳や通訳付きテレビ電話などを使います。） 

：英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、 

ベトナム語、フィリピン語、タイ語、フランス語、ネパール語、 

ヒンディー語、ロシア語、インドネシア語、クメール語、ミャンマー語  

＊ミャンマー語での相談は、窓口へお越しください。 

＜所在地＞ 

〒 621-0806 

亀岡市余部町宝久保１－１（ガレリアかめおか 3 階） 

＜利用時間＞ 

10 時～16 時 

＊第 4 木曜日・年末年始（12/2９～1/３）を除く 

＜お問い合わせ＞ 

Tel:0771-５６-8160 

Fax:0771-56-8165 

Email:kameokatabunka@gmail.com 
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亀岡地区更生保護女性会 
女性の立場から、地域の非行・犯罪を防止し、地域の中での

立ち直りを援助し、青少年の健全な育成を行っています。 
 

＜活動内容＞ 

・地域での「ミニ集会」「声かけ」「こども見守り隊」の実施 

・青少年の健全育成を目的とした研修会等の実施 

＜連絡先＞ 

〒621-0006 

亀岡市河原林町勝林島内垣地 41 

代表 上田 章子 

＜お問い合わせ＞ 

Tel・Fax:0771-22-1080  

Email:uedaatts@ezweb.ne.jp 

 

（女性活躍支援拠点）京都ウィメンズベース 
 京都の女性の活躍を応援しています。 

 

＜活動内容＞ 

・女性活躍推進研修の実施 

・ワーク・ライフ・バランスの実現支援 

・女性の起業・創業の推進 

＜所在地＞ 

〒60１-8047 

京都市南区東九条下殿田町 70 

京都テルサ東館２階（令和 4 年 4 月 1 日移転） 

＜利用時間＞ 

月曜～金曜（8 時 30 分～17 時 15 分） 

＊祝日・年末年始(12/29～1/3)を除く 

＜お問い合わせ＞ 

Tel:075-692-34９5（令和 4 年 4 月 1 日～） 

Fax:075-692-3497 

Email:danjokyodo@pref.kyoto.lg.jp 
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きょうと⼦育てピアサポートセンター 

（京都府の妊娠・出産・⼦育て⽀援情報ポータルサイト） 
市町村や子育て支援団体、保育所や幼稚園、関係団体等と連

携し、「子どもたちを一緒に育てる地域の仲間づくり」を推進してい

ます。 
 

＜＜活活動動内内容容＞＞  

・スマートフォンやパソコンでお子さんの年代や目的に応じた 

子育て支援情報の提供 

【一人で悩まないで！こんなときに、ぜひご活用ください！】 

・妊娠中や産後のサポートが知りたい！ 

・地域で気軽に子育て相談を受けられる場所を教えて欲しい。 

・働きたいけど、保育所のことを知りたい！ 

・子どもと一緒に出かけられるイベント情報が知りたい！ 

＜＜所所在在地地＞＞  

〒601-8047 

京都市南区東九条下殿田町 70 番地 

京都テルサ東館 2 階 

＜＜利利用用時時間間＞＞  

月曜～金曜（8 時 30 分～12 時、13 時～17 時 15 分） 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  

Tel:075-692-3444 

Fax:075-692-3447 

Email:kodomo@pref.kyoto.lg.jp 
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京都ＳＡＲＡ（サラ） 
 行政、医療機関、警察、弁護士会、民間団体などが連携して、

性暴力被害を受けた方へ、被害直後から中長期にわたる総合

的な支援を行っています。 

 

＜＜支支援援内内容容＞＞  

・電話・来所相談・関係機関への同行支援 

・医療的支援、カウンセリングなどの心理的支援 

・捜査関連支援、法的支援など 

＜＜相相談談時時間間＞＞  

10 時～22 時 

＊土・日・祝日を含む毎日 

＊時間外は、内閣府が設置する夜間休日対応コールセンタ

ーにつながります。 

＜＜相相談談専専用用電電話話＞＞  Tel:075-222-7711  
 

京都ジョブパーク 
ハローワークと一体となって皆さんの「働きたい」気持ちを応援します。 

 

＜＜活活動動内内容容＞＞  

・女性をはじめ、若年者、中高年齢者、障がいのある方、コロ

ナ禍で離職を余儀なくされた方などを対象に就労に関する

相談、人材育成、就職、職場定着までのサービスを提供 

＜＜所所在在地地＞＞  

〒601-8047 

京都市南区東九条下殿田町 70 京都テルサ西館 3 階 

＜＜利利用用時時間間＞＞  

月曜～金曜（9 時～19 時）、土曜（9 時～17 時） 

＊祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  

Tel:075-682-8915（パーク行こ） 

Fax:075-682-4189（よいパーク） 

Email:info@kyoto-jobpark.jp 
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京都ジョブパーク マザーズジョブカフェ 
働きたい女性やひとり親家庭を対象に就業と家庭の両立を応援します。 

 

＜＜活活動動内内容容＞＞  

・キャリアカウンセリング、求人や保育情報の提供、就労のため 

の保育付きセミナー開催等  

・ハローワークプラザかめおかでの毎月巡回相談の実施 

＜＜所所在在地地＞＞  

〒601-8047 

京都市南区東九条下殿田町 70 京都テルサ東館 2 階 

京都府男女共同参画センター らら京都内 

＜＜利利用用時時間間＞＞  

月曜～土曜（9 時～17 時） 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  

Tel:075-692-3445 
 

＊カウンセリングやセミナー、保育ルーム（対象：6 ケ月～就学

前の子ども）の利用は事前にお問い合わせ下さい。 

＊働きたいすべての女性を応援！女性の多様な働き方をサポートします。 
 

京都ストーカー相談⽀援センター（ＫＳＣＣ） 
ストーカーに関する悩みや問題についてお話しいただく中で、専

門的な知識を持った警察職員が被害防止のアドバイスなどを行い、

問題解決へ導けるようサポートしています。 
  

＜＜支支援援内内容容・・利利用用時時間間＞＞  

・電話相談・インターネット相談 毎日 24 時間 

＊インターネット相談は、事務手続き上、即日回答はできません。 

・面接相談 10 時～17 時 ＊電話による事前予約制 

＊土曜・日曜・祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  

Tel:075-415-1124 

＊「知らない人に待ち伏せされる」「元彼に復縁を迫られる」など

のお悩みをお気軽にご相談ください。 
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京都府 仕事と不妊治療の両立支援コール 
   仕事と不妊治療との両立に関する相談を行っています。 

＜支援内容＞ 

専任の相談員（産業カウンセラーなど）による相談 

＜所在地＞ 

〒601-8047 

京都市南区東九条下殿田町 70 番地 京都テルサ東館 2 階 

きょうと子育てピアサポートセンター 

＜利用時間＞ 

毎週月～金曜（9 時～21 時）＊HP から要予約 

毎月第 1 金曜（9 時 15 分～13 時 15 分）のみ予約不要 

＊祝日・年末年始に当たる場合は代替日に実施 

＜お問い合わせ＞ 

Tel:075-692-3467 仕事と不妊治療の両立支援コール 

 

＊面談相談をご希望の場合は、事前予約が必要です。 

 

京都府 妊娠出産・不妊ほっとコール 
妊娠出産・不妊（不育を含む）に関する様々な悩みや不安に

応えます。悩んだときは、まずお電話ください。 

＜支援内容＞ 

専任の助産師による無料・匿名の電話相談 

＜所在地＞ 

〒601-8047 

京都市南区東九条下殿田町 70 番地 京都テルサ東館 2 階 

きょうと子育てピアサポートセンター 

＜利用時間＞ 

月曜～金曜（9 時 15 分～13 時 15 分、14 時～16 時） 

＊祝日・年末年始(12/29～1/3)を除く 

＜お問い合わせ＞ 

Tel:075-692-3449 妊娠出産・不妊ほっとコール 

＊必要に応じて面談での相談（要予約）も行っています。 

-23-



カ 

行

 
 

京都府家庭⽀援総合センター 

◆相談・判定課 総合相談担当  
どこに相談すればよいのかわからない家庭内での悩みごと 

や心配ごとを支援します。 

 

＜＜支支援援内内容容＞＞  

・専門スタッフや関係機関への橋渡し 

・適切な情報提供、アドバイス 

＜＜利利用用時時間間＞＞  

月曜～金曜（8 時 30 分～17 時 15 分） 

＊祝日、年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  

Tel:075-531-9600（代表） 

Fax:075-531-9610 

Email:ksc-soumu@pref.kyoto.lg.jp 
 

＊来所相談（要予約）は事前にご連絡ください。 

 

◆ＤＶ・⼥性相談 
ＤＶや離婚問題など、家庭内の女性の悩みごと相談に応じます。 
 

＜＜支支援援内内容容＞＞  

・女性からの様々な相談（DV・離婚や家庭内のトラブルなど） 

の問題解決に向けた情報提供や助言、支援 

・カウンセリングの実施 

＜＜利利用用時時間間＞＞  

電話相談：毎日（9 時～20 時） ＊土曜・日曜・祝日含む   

来所相談：月曜～金曜（9 時～19 時）要予約 

法律相談：月２回（第 1・3 水曜日）要予約 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  

Tel:075-531-9910（ＤＶ・女性相談専用） 

Fax:075-531-9610  

Email:ksc-soumu@pref.kyoto.lg.jp 
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京都府家庭支援総合センター 
◆児童虐待・いじめ・不登校 
  １８歳未満の子どもに関わる様々な相談（虐待・養護・非行・

障がい等）を行っています。 

 

＜支援内容＞ 

それぞれのお子さんに適した支援（助言・指導・援助） 

＜利用時間＞ 

月曜～金曜（8 時 30 分～17 時 15 分） 

＊祝日、年末年始（12/29～1/3）を除く 

＊児童虐待については、毎日（土曜・日曜・祝日含む）24 時間対応 

＜お問い合わせ＞ 

Tel:075-531-960６ （相談専用） 

075-531-９９００ （児童虐待専用） 

Fax:075-531-９610 

 

 

◆障がい相談 
 身体障がい及び知的障がいのある方を支援します。 

 

＜支援内容＞ 

・市からの依頼に基づき補装具の判定等を行っています。 

・市からの依頼に基づき自立支援医療（更生医療）の判定等を

行っています。 

・療育手帳の判定・発行を行っています。 

※まずは亀岡市障がい福祉課にご相談ください。 

＜利用時間＞ 

月曜～金曜（8 時 30 分～17 時 15 分） 

＊祝日、年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜お問い合わせ＞ 

Tel:075-531-9608 （障がいグループ直通） 

Fax:075-531-9610  
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京都府女性の船「ステップあけぼの」亀岡支部 
会員相互の親睦を図るとともに、男女共同参画の豊かな地域社

会づくりを目指しています。 
 

＜活動内容＞ 

男女共同参画社会づくりに向けた学習会・啓発活動の実施 

会員の親睦交流 

＜連絡先＞ 

〒621-0121 

亀岡市西別院町大槻並向井イ谷３ 

代表 中島 三羊子 

＜お問い合わせ＞ 

Tel・Fax:0771-27-2679    
 

 

京都府男女共同参画センター らら京都 
男女がともに支え合い、一人ひとりがいきいきと暮らせる男女

共同参画社会の実現を目指す拠点施設です。 

 

＜活動内容＞ 

・女性のための各種相談、起業等女性活躍応援などを行ってい

ます。詳しくはホームページをご覧ください。 

＜所在地＞ 

〒601-8047 

京都市南区東九条下殿田町 70 京都テルサ東館 2 階 

＜利用時間＞ 

月曜～土曜（9 時～19 時） 

＊祝日・年末年始(12/29～1/3)を除く 

＜お問い合わせ＞ 

Tel:075-692-3433 （相談専用３４３７） 

Fax:075-692-3436 

Email:info@kyoto-womensc.jp 

Url:http://www. kyoto-womensc.jp 
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京都府南丹広域振興局 地域連携・振興部 企画・連携推進課 
＜所在地＞ 

〒621-0851 

亀岡市荒塚町 1-4-1 

＜お問い合わせ＞ 

Tel:0771-24-8430 

Fax:0771-24-4683 

Email:n-c-kikaku@pref.kyoto.lg.jp 

 

◆人権特設相談 
    日常生活における人権問題一般について相談を受け付け

ています。 

 

＜活動内容＞ 

・亀岡・園部各総合庁舎で年６回「人権特設相談」を実施 

＊事前予約不要 

＊利用時間は 13 時～16 時です。  

＊相談日などはホームページをご確認ください。 

  

◆人権問題法律相談～京都府人権リーガルレスキュー隊～ 
  府民の皆様の人権問題について、弁護士が司法的救済を中

心にアドバイスする法律相談を実施しています。 

 

＜活動内容＞ 

  亀岡総合庁舎で京都府弁護士会と連携した特設法律相談を

実施 （相談無料・秘密厳守） 

＊事前予約制（お一人 40 分まで） 

＊相談日の 1 箇月前から 1 週間前までに面接相談の予約が

なかった場合、開設しません。 

＊利用時間は 1３時３０分～16 時３０分です。 

＊相談日などはホームページをご確認ください。 
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京都府南丹保健所 

     地域の安心・安全・医療・介護や感染症予防・難病患者療養支援、

こころの健康相談を行っています。 

 

＜所在地＞ 

〒622-0041 

南丹市園部町小山東町藤ノ木 21 

＜利用時間＞ 

月曜～金曜（8 時 30 分～17 時 15 分） 

＜お問い合わせ＞ 

Tel:0771-62-4751（代） 

Fax:0771-63-0609 

Email:nanshin-ho-nantan-kikaku@pref.kyoto.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

＊ご相談内容によっては予約が必要な場合もありますので、事

前にお問い合わせ下さい。 
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京都府ひとり親家庭自立支援センター（南部センター） 

 ひとり親家庭の方々を応援します。 

 

＜活動内容＞ 

・家庭状況、就業体験などに応じた就業相談 

・介護実務者研修講座、各種のセミナーの開講 

・生活面での困りごと相談 

＜所在地＞ 

〒601-8047 

京都市南区東九条下殿田町 70 

京都テルサ東館 2 階 

京都府男女共同参画センター らら京都内 

＜利用時間＞ 

月曜～土曜（9 時～17 時）  

＊日曜・祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜お問い合わせ＞ 

Tel:075-662-3773 

Fax:075-662-3770 

Email:boshi@kyoto-jobpark.jp 

 

＊当センターでは、多くの方にご利用いただき、ひとり親家庭 

の自立に向けた支援に努めてまいります。

＊WEB での相談も受け付けていますのでお問い合わせください。 
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公益社団法⼈ ⻲岡市シルバー⼈材センター 

 健康で元気な高齢女性の社会参加を応援します。 

 

＜＜活活動動内内容容＞＞  

・就労のためのキャリアアップなどの講習会 

・ボランティア活動・会員同士の交流会、サークル活動 

＜＜所所在在地地＞＞  

〒621-0805 

亀岡市安町釜ケ前 23 番地 4 

＜＜利利用用時時間間＞＞  

月曜～金曜（8 時 30 分～17 時 15 分） 

＊祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  

Tel:0771-24-7423 

Fax:0771-25-2644 

Email:kameoka＠sjc.ne.jp 

 

＊センターに入会して会員登録が必要です。 
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公益社団法⼈ 京都犯罪被害者⽀援センター 
  犯罪被害に遭われて苦しんでおられる方、悩んでおられる方

のお話をじっくりお聞きし、一緒に考え寄り添います。被害に遭

った方だけでなく、ご家族や周りの方の相談も受け付けていま

す。（相談無料・秘密厳守） 

 

＜＜支支援援内内容容＞＞  

・電話相談:0120－60－7830 

(犯罪被害者サポートダイヤル) 

              0120－78－3974  

（犯罪被害者サポートダイヤルほくぶ相談室） 

・面接相談 必要に応じて専門家による心理相談、法律相

談が受けられます。 

・直接支援 様々な場所への付添・代理傍聴など 

＜＜所所在在地地＞＞  

〒602-8018 

京都市上京区衣棚通出水上る御霊町 63 番地 

＜＜利利用用時時間間＞＞  

犯罪被害者サポートダイヤル  

    月曜～金曜：13 時～18 時  

＊祝日、8/12～8/16、12/28～1/4 を除く 

犯罪被害者サポートダイヤルほくぶ相談室  

    月曜・木曜：12 時～16 時  

＊祝日、8/12～8/16、12/28～1/4 を除く 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  

Tel:075-415-3008 

Fax:075-415-3008 

Email:k7830@kvsc.kyoto.jp 
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⼦どもの⼈権１１０番 

（京都地⽅法務局及び京都府⼈権擁護委員連合会） 
  「いじめ」や体罰、不登校や親による虐待といった、子どもをめぐ

る人権問題について、その解決に導くための相談を受け付けてお

り、子どもだけでなく、大人もご利用可能です。 

  

＜＜活活動動内内容容＞＞  

・法務局職員又は人権擁護委員による相談受付 

（相談無料・秘密厳守） 

＜＜所所在在地地＞＞  

〒602-8577  

京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町 197 

＜＜利利用用時時間間＞＞  

月曜～金曜（8 時 30 分～17 時 15 分） 

＊祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜＜相相談談電電話話＞＞ 

Tel:０１２０-００７-１１０（通話料無料） 

＜＜イインンタターーネネッットト人人権権相相談談＞＞  

人権相談をインターネットでも受け付けています。 

右のＱＲコードをバーコードリーダーで読み込んで接続して 

ください。 

＊ＱＲコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。 

  相談フォームに氏名、相談内容等を入力して送信すると、 

法務局から後日メール又は電話で回答します。 

 

 

＊面接を希望される方は、事前にお問い合わせください。 
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⼥性の⼈権ホットライン 
（京都地⽅法務局及び京都府⼈権擁護委員連合会） 
  配偶者やパートナーからの暴力、職場等におけるセクシュ 

アル・ハラスメント、ストーカー行為といった女性をめぐる様々 

な人権問題についての相談を受け付けています。 

  

＜＜活活動動内内容容＞＞  

・法務局職員又は人権擁護委員による相談受付 

（相談無料・秘密厳守） 

＜＜所所在在地地＞＞  

〒602-8577  

京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町 197 

＜＜利利用用時時間間＞＞  

月曜～金曜（8 時 30 分～17 時 15 分） 

＊祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜＜相相談談電電話話＞＞  

Tel:０５７０-０７０-８１０ 

＜＜イインンタターーネネッットト人人権権相相談談＞＞  

人権相談をインターネットでも受け付けています。 

右のＱＲコードをバーコードリーダーで読み込んで接続 

してください。 

＊ＱＲコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。 

相談フォームに氏名、相談内容等を入力して送信すると、 

法務局から後日メール又は電話で回答します。 

 

 

 

＊面接を希望される方は、事前にお問い合わせください。 
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ジェンダーフリーのまちづくり会議 
ジェンダーに敏感な視点に立ち、誰もが個性を発揮できる豊

かで住みやすいまちづくりをめざしています。 
 

＜＜活活動動内内容容＞＞  

学習会の開催や情報交換、ジェンダーコントやジェンダーカルタ

など、見るだけでジェンダーが分かる啓発活動に取り組んでいます。 

＜＜連連絡絡先先＞＞  

〒621-0126 

亀岡市西別院町犬甘野善作谷 36  代表 市岡 悦子 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  Tel・Fax:0771-27-2762  
 

児童相談所虐待対応ダイヤル（＃１８９） 
児童虐待に関する相談や通告を２４時間受け付けています。 

最寄りの児童相談所につながります。 

 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞児児童童相相談談所所虐虐待待対対応応ダダイイヤヤルル 118899（（いいちちははややくく）） 
  

社会福祉法⼈ ⻲岡市社会福祉協議会 介護事業課 
老人介護支援やホームヘルプ、デイサービスを行っています。 
 

＜＜所所在在地地＞＞  

〒621-0806 

亀岡市余部町樋又 61 番地の 1（ふれあいプラザ内） 

＜＜利利用用時時間間＞＞  

月曜～金曜（8 時 30 分～17 時 15 分） 

＊祝日・年末年始（12/29～1/3）除く 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  

Tel:0771-29-2704 Fax:0771-24-0350 

Email:sisetu@fukukame-net.or.jp 
 

＊お越しいただく際は、事前にお電話をお願いします。 

＊介護サービスを利用される方も、介護の現場で働いてみよう

と思われる方も、あなたの一歩を応援します。 
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（⼀般社団法⼈）育ちとつながりの家ちとせ 
引きこもり・不登校・発達障害等の生きづらさを抱える子どもに楽

しい活動を通じて療育的支援の提供と土台作り、家庭支援を行い

ます。 

 

＜＜支支援援内内容容＞＞  

・フリースクール・親子通園（応用行動分析学を用いた独自メソッ

ドによる療育活動） 

・視機能検査、問題解決のための相談、引きこもり家庭への訪問

支援、ペアレントトレーニング 

・SST、認知トレーニング、学習支援、感覚統合、ビジョントレーニ

ング等各種セッション 

・思春期以上の方向け自己実現・自立応援プロジェクト 

＜＜所所在在地地＞＞  

〒621-0003 亀岡市千歳町国分下ノ川５１ 

＜＜利利用用時時間間＞＞  

月曜、火曜、木曜、金曜（10 時～1５時） 

＜＜おお問問合合せせ＞＞  

Tel:0771-５６-９０１８      

Email: info@chitose-kameoka.com 
 

園部労働基準監督署（総合労働相談コーナー） 
 労働条件に関する相談ができます。 

 

＜＜対対応応内内容容＞＞  

・賃金や労働時間などの労働条件に関する相談 

・職場でのパワハラ、セクハラ、妊娠、出産、育児、介護等に 

関するハラスメントに係る相談 

＜＜所所在在地地＞＞  

〒622-0003 南丹市園部町新町 118-13 

＜＜利利用用時時間間＞＞  

月曜～金曜（8 時 30 分～17 時 15 分） 

＊祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  

Tel:0771-62-0567  Fax:0771-62-4101  
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脱ひきこもり⽀援センター 
ひきこもり状態にあるご本人やそのご家族を支援します。 

 

＜＜支支援援内内容容＞＞  

・ご本人やご家族に対して、無料での電話相談 

・来所・訪問（要予約）での専門的相談の実施 

＜＜所所在在地地＞＞  

〒605-0862 

京都市東山区清水四丁目 185-1 

（京都府家庭支援総合センター内） 

＜＜利利用用時時間間＞＞  

電話相談：月曜～金曜（9 時～16 時） 

＊祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  

Tel:075-531-5255（ひきこもり相談） 

Fax:075-531-9610 

 

＊窓口（来所相談）・訪問相談については予約制になって 

いますので、ひきこもり相談電話へお問い合わせください。 
 

多⽂化共⽣ケアサロン KIRINOWA 
亀岡市内の企業で働く外国人実習生や外国につながりのある

子どもたちの生活を応援します。 

 

＜＜活活動動内内容容＞＞  

・やさしいにほんごサロン 

・きりのわランチ 

・SOS 相談 

＜＜所所在在地地＞＞  

〒621-0033 

亀岡市薭田野町佐伯琴敷 78-1（亀岡市立人権福祉センター）

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞ 

Tel:0771-2３-０５８２ 
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特定⾮営利活動法⼈ NPO ⻲岡⼈権交流センター 
  

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  

LINE:＠ＯＭＡＭＯＲＩ 

Tel:0771-25-5084 

＜＜相相談談方方法法＞＞  

ＬＩＮＥアカウントより「＠ＯＭＡＭＯＲＩ」を友だち登録後、相談開始 
 

◆京都らいん相談＠OMAMORI 
   乳幼児の子育てから思春期の不安や悩み、ひとり親家庭や

発達支援を必要とする親子のための LINE 相談室です。 

   また、ゲーム依存やヤングケアラーなどのくらしの不安、 

重度障がいやLGBTQユースなど高校生世代の悩み、孤立・

孤独予防の相談も行っています。 

 

＜＜活活動動内内容容＞＞  

・京都府産前産後訪問支援専門員や子育て支援員、ひとり親

家庭ピアサポーターなどの資格を持つＳＮＳカウンセラーに

よる相談・居場所の提供 
 

◆虐待・DV 等からの⼀時避難シェルター 
   虐待やＤＶ（夫や恋人、親族からの暴力）被害、ひきこもり

状態におけるトラブルを回避するためには、安全な居場所の

確保が不可欠です。 

 

 ＜＜支支援援内内容容＞＞  

・パートナーや親子間の関係に行き詰まった際の居場所提供 

・基本的衣食住、尊厳キット（生理用品や下着）、紙おむつなど

の提供 

・就労相談やカウンセリング、専門機関の紹介 

 

＊シェルターの利用は、定員や課題のトリアージによってお断り

することがあります。 
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◆学校でもお家でもないみんなの居場所 エンジェルホーム 

 

＜活動内容＞ 

・ひとり親世帯や長期離職の女性への就労相談 

・親子でも子どもだけでも利用できる食堂における 

食事の提供等 

・学習支援や学び直し、ピアカウンセリングなど各種プログラム 

＜会場> 

① みんなのおうち（亀岡市千代川町小林植田 10） 

② 亀岡市立人権福祉センター 

（亀岡市薭田野町佐伯琴敷 78-1） 

・こどもランチ応援隊＆ときどき家族食堂 

③HOPE CAFE（亀岡市下矢田町 4 丁目） 他 

＜お問い合わせ＞ 

特定非営利活動法人 NPO 亀岡人権交流センター 

Tel:0771-25-5084 

 

 

◆デイサービスひだまり 
介護予防のための各種デイサービス事業を実施しています。障

がいのある方や６５歳以上の健康な方ならどなたでも登録していた

だけます。 
 

＜活動内容＞ 

・各種デイサービス事業の実施 

・独り暮らしやダブルケア、虐待や仕事、生活への不安や悩み等

の相談受付 

＜所在地＞ 

〒 621-0033 

亀岡市薭田野町佐伯琴敷 78-1（亀岡市立人権福祉センター） 

＜お問合せ＞ 

Tel:0771-2３-0582 
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なんたん障害者就業・生活支援センター 
 主に何らかの障がい（身体障がい、知的障がい、精神障がい、

発達障がい、難病など）がある人を応援します。 

 

＜活動内容＞ 

・就職、職場定着支援 ＊障害者手帳がなくても相談可 

・障害福祉事業所、障害福祉サービス利用支援 

・重度障がいのある方の就業支援 

＜所在地＞ 

〒621-0042 

亀岡市千代川町高野林西ノ畑 16-19 

＜利用時間＞ 

月曜～金曜（９時～17 時） 

＊祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜お問い合わせ＞  

Tel:0771-24-2181 

Fax:0771-20-1246 

Email:nantan-syuugyou@nike.eonet.ne.jp 

 

＊仕事や生活についての相談をお受けします。一緒に良い方法

を考えていきましょう。 

＊相談には事前予約が必要です。 
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なんたん地域若者サポートステーション 
「働くこと」に様々な悩みを持つ若者を対象に、職業的自立を 

応援します。 
 

＜活動内容＞ 

・就労相談及び就労に関するセミナーなどのプログラム提供 

・職場体験の提供 

＜所在地＞ 

〒621-0042 

亀岡市千代川町高野林西ノ畑 16-19 

＜利用時間＞ 

火曜・木曜・土曜（12 時～17 時） 

＊祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜お問い合わせ＞ 

Tel:0771-23-8002 

Fax:0771-23-8004 

Email:nan-saposute@ys-kyoto.org 

 

＊一緒によい方法を考えていきましょう。 

「なんたんサポステ」へお気軽にお問い合わせください。 

＊学校を卒業・中退後、あるいは仕事を辞めた後、現在働いて

いない 15 歳から 49 歳の方が利用できます。 
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ハローワーク園部（京都⻄陣公共職業安定所 園部出張所） 
    あなたの状況に応じた求職活動の支援を行っています。 

 

＜＜活活動動内内容容＞＞  

・応募書類添削指導、面接の受け方のアドバイス 

・求人情報の提供、就職支援セミナー、職業訓練の案内 

・就職についての相談、応募希望求人への職業紹介 

＜＜所所在在地地＞＞  

〒622-0001 

南丹市園部町宮町71 

＜＜利利用用時時間間＞＞  

月曜～金曜（8時30分～17時15分） 

＊祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  

Tel:0771-62-0246 

Fax:0771-62-4853 

 

ハローワーク⻄陣（京都⻄陣公共職業安定所）  
 あなたの状況に応じた求職活動の支援を行っています。 

 

＜＜活活動動内内容容＞＞  

・応募書類添削指導、面接の受け方のアドバイス 

・求人情報の提供、就職支援セミナー、職業訓練の案内 

・就職についての相談、応募希望求人への職業紹介 

＜＜所所在在地地＞＞  

〒６０２－８２５８ 

京都市上京区大宮通中立売下ル和水町439-1 

＜＜利利用用時時間間＞＞  

月曜～金曜（8時30分～17時15分） 

＊祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  

Tel:075-451-8609 

Fax:075-451-8637 
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ハローワーク⻄陣烏丸御池庁舎・マザーズハローワーク烏丸御池 
（京都⻄陣公共職業安定所 烏丸御池庁舎） 
 あなたの状況に応じた求職活動の支援を行っています。 

 

＜＜活活動動内内容容＞＞  

・応募書類添削指導、面接の受け方のアドバイス 

・求人情報の提供、就職支援セミナー、職業訓練の案内 

・就職についての相談、応募希望求人への職業紹介 

＜＜所所在在地地＞＞  

〒604-0845 

京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町 552 明治安田生命京都ビル１F 

＜＜利利用用時時間間＞＞  

月曜～金曜（8 時 30 分～17 時１５分、 

一般相談・紹介コーナーのみ 19 時まで） 

＊祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  

ハローワーク Tel:075-255-1161 Fax:075-255-1163 

マザーズハローワーク Tel:075-222-8609 Fax:075-256-4400 
 

ハローワークプラザかめおか 

（京都⻄陣公共職業安定所園部出張所ハローワークプラザかめおか） 

ライフスタイルに応じた求職活動を応援します。 

＜＜活活動動内内容容＞＞  

・応募書類添削指導、面接の受け方のアドバイス 

・求人情報の提供、就職支援セミナー、職業訓練の案内 

・就職についての相談、応募希望求人への職業紹介 

＜＜所所在在地地＞＞  

〒621-0805 

亀岡市安町中畠 100 スカイビル 5 階 

＜＜利利用用時時間間＞＞  

月曜～金曜（8 時 30 分～17 時 00 分） 

＊祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  

Tel:0771-24-6010  Fax:0771-21-2322  
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ひきこもりサポート事業 

（社会福祉法⼈ ⻲岡市社会福祉協議会） 
ひきこもり状態やそのご家族のお話しを伺いながら、一歩を

踏み出せるように、さまざまな人たちと力をあわせながらお手伝

いします。 

 

＜＜活活動動内内容容＞＞  

・相談：専用電話対応、対面、訪問 

・家族教室：研修や勉強会、情報提供や家族同士の交流、 

リフレッシュなど 

・寄り添いサポーターの派遣 

・居場所「秋桜（コスモス）」開催：毎月第 2 木曜日 

＜＜所所在在地地＞＞  

〒621-0806 

亀岡市余部町樋又 61 番地の 1（ふれあいプラザ内） 

＜＜利利用用時時間間＞＞  

月曜～金曜（9 時～17 時） 

＊祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜＜おお問問いい合合わわせせ＞＞  

Tel：0771-23-6711（月曜～金曜 9 時～17 時） 

Fax：0771-24-0350 

相談専用 Tel：0771-23-5110 

Email：tiikifukusi@fukukame-net.or.jp 

＊祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

 

＊「ひきこもり」は本人や家族だけの要因ではなく、心の状態や

さまざまな要因、環境が相互に影響して現れます。ひきこもり

の状態を正しく理解することが、一歩を踏み出す糸口に    

なったり、支援につながります。 
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（認定フリースクール）学びの森 

学びの森では、不登校やひきこもりの相談を受けつけています。

また、生徒と先生が一緒になって教育の新しいあり方を探究する

「フリースクール」・「ハイスクール」を開設しています。お気軽にご相

談ください。 
 

＜支援内容＞ 

・不登校・ひきこもり相談 

・小中学生を対象とした「フリースクール」及び高校生以上を対

象とした「ハイスクール」の開設 

＜所在地＞ 

〒6２１-08４６ 

亀岡市南つつじヶ丘大葉台 2 丁目 44-9 

＜利用時間＞ 

電話相談：月曜～金曜（１０時 30 分～17 時 30 分） 

＊祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 

＜お問い合わせ＞ 

Tel:0771-29-5800 

Email:info@manabinomori.co.jp 
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レディース相談（京都府警察鉄道警察隊） 
駅や電車内の痴漢・盗撮などの犯罪に関する相談を受け付

けています。 

 

＜支援内容＞ 

・レディース相談 

＜所在地＞ 

〒600-8214 

京都市下京区東塩小路高倉町 3 番地 11 

京都府警察鉄道警察隊 

＜お問い合わせ＞ 

Tel:075-682-0913（毎日 24 時間） 

 

＊被害に遭ったとき、被害を目撃したときご相談ください。 

＊女性警察官をはじめ、鉄道警察隊員が親身にお話をうか

がい、一緒に対処法を考えていきます。勇気を持って相談し

ましょう！ 

 

 
 

＊各機関の組織や制度などが変更になっている場合があります。 

最新の情報は関係部署にお問い合わせください。 
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出会い・発見・共生 人権を考える 

第３９回亀岡市女性集会実行委員会委員名簿 

委 員 長

副 委 員 長

副 委 員 長

事 務 局 長

事務局次長

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

杜 　 恵 美 子

藪 　 眞 沙 栄

野 原 　 麻 莉

中 島 三 羊 子

並 河 　 清 美

山 内 美 恵 子

奥 村 　 加 代

稲 村 　 智 子

岩 脇 　 千 鶴

小 野 　 桃 李

山 本 　 真 澄

大 井 　 静 子

児 玉 　 泰 子

三 浦 　 香 澄

吉 岡 　 　 和

山 内 　 節 子

細 見 真 紀 美
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