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　不登校・ひきこもり経験などから社会

的不安を感じる若者の多くは福祉ネット

の外に置かれ、家族と共に孤立しがちで

す。私たちは「就労のみをゴール」とせ

ず、若者の個性を尊重した次の一歩を応

援しています。

　また、家族の高齢化、将来の生活の問

題にもファイナンシャルプランナーなど

の専門家と連携しています。アート・音

楽を通じた就労体験として京都市子ど

も・若者支援事業「アートプロダクショ

ン」京都府地域力再生支援促進事業「ふ

らっとライブ」を行っています。京都ボ

ランティア協会と連携し各種ボランティ

ア活動のコーディネート、京都府職親事

業の受け入れ事業所として登録していま

す。

　平成 27 年春には、福祉就労事業所「絵

と音」も開所予定です。心理カウンセ

ラー、音楽療法士、臨床美術士によるサ

ポートの他に、キャリアコンサルタント

によるカフェスタイル相談「キャリアカ

フェ」は気軽な居場所や交流の場となっ

ています。

NPO法人
若者と家族のライフプランを考える会

ひきこもりなど、社会参加に不安がある若者へ
の就労支援、ワークショップ、家族支援

京都市左京区下鴨梅ノ木町 7番地 1

平日　10:00 ～ 17:00

利 用 時 間
075-201-8073

電話番号

E-mail 

京都市
AREA ADRESS

支援内容

http://www.lpw-kyoto.orgU R L 

mypath@lpw-kyoto.org
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　私たちは、就労継続支援 A型では難

病患者を対象として雇用を作り出し助力

になることを目的としています。就労移

行支援は他の企業での雇用機会の増加を

手助けすることを目的とした活動をして

います。　　

　一般企業では雇用機会が非常に少なく

安定した収入を得ることができないのが

現状です。しかし彼らには健常者と変わ

らない日常生活を送れる者が多数おり、

優れた技能を持つ者も少なくはないので

す。そういった潜在的に存在している人

と力（＝労働力）を見出し活かしていく、

あるいは伸ばしていくのも支援内容の一

つとしています。

　また、難病患者の中には体調的な不安

から通勤が難しい者もおり、私たちでは

在宅での勤務も可能となっています。在

宅勤務者も含め私たちで雇用契約を結ぶ

ことにより、彼らは安定した職と収入を

得ることも可能になると考えています。

支援の結果、両事業から一般企業での就

労を達成したものも輩出しております。

NPO法人
京都難病支援パッショーネ

IT 関連を中心に難病患者への就労移行支援事業
と就労継続支援 A型事業を展開

京都市右京区嵯峨天龍寺角倉町 7-13

平　日　10:00 ～ 16:30
土　曜　10:00 ～ 15:30

利 用 時 間
075-366-6877

電話番号

E-mail 

京都市
AREA ADRESS

支援内容

http://npo-passione.org/U R L 

info@npo-passione.org

　私たちは、小学校 3年生～ 35 歳くら

いまでの不登校・ひきこもり・学校中退・

対人関係が苦手などの若者に対して社会

の中で生きていくための勇気と自信を培

うために、「フォロー付きの小さな社会

空間」でサポート活動を行っています。

　活動内容は主に 5つ。1つ目は各種受

験・高認・基礎錬成などに対応した個別

指導学習サポートを行っています。

また、発達障がい系統の小学 1年生以上

対象の「ことばのがくしゅう」も行って

います。2つ目はアットホームな雰囲気

で自宅以外の居場所としてフリースペー

スを提供しています。

　3つ目はレクリエーション・社会活動

から人と関わり、さまざまな気づきにつ

なげることを目指すアポロ事業です。4

つ目は、まだ通いにくい人のためにス

タッフが訪問する訪問活動をしています。

家庭教師も可能です。

　最後に、不登校などの相談はもちろん

のこと、各種進学・生活・発達障がいな

どの相談活動を本人・支援者問わず行っ

ています。

NPO法人
京都教育サポートセンター

高認・進学対応学習支援・居場所提供・レクリエー
ション・社会活動・対人関係練習の場

京都市中京区三条通河原町東入恵比須町 439
早川ビル 6階

月曜 ことばのがくしゅうのみ　
15:00 ～ 19:30
火曜～土曜 9:30 ～ 18:00
日曜 イベント実施日以外
お休み

利 用 時 間
075-211-0750

電話番号

E-mail 

京都市
AREA ADRESS

支援内容

http://ksce.jpn.org/U R L 

soudan@ksce.jpn.org
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　「発達障がい × 整理収納」

　私たちは、職場や住まいでの「整理・

収納」技術を福祉分野に用い、主に発達

障がい者の日常生活のストレス軽減を目

的とした啓発活動や、支援者となる人材

育成をしています。

　脳の特性により片づけが苦手といわれ

る発達障がい者の場合、時間の把握が苦

手で「よく遅刻する」「意識の集中が続

かずミスが多い」「こだわりによるコミュ

ニケーションの行き違い」などが続き、

転職を繰り返すケースも多く見られます。

また、診断には至らない ”グレーゾーン ”

の場合でも、特性を活かした配置が行わ

れることで、「物事の組織化」や「発想

力を活かした業務」で高い能力を発揮す

ることができるため、こうした特性への

適切な可視化や支援を行う事が長期的な

就業につながると考えて活動をしていま

す。

　また、高齢者の住まいづくりにおける

課題としては、介護予防の観点から、地

域ネットワークとの連携を目指して活動

しています。

NPO法人
暮らしデザイン研究所

住まい・職場でのストレス軽減を目的とした、
整理収納や発達障がいの啓発活動の実施

京都市東山区巽町 442-9 京都市東山
いきいき市民活動センター 2F

10:00 ～ 17:00
( 休館日 : 火曜日 ) 
※事前にご連絡ください 

利 用 時 間
075-200-4196

電話番号

E-mail 

京都市
AREA ADRESS

支援内容

http://kurashi-design.orgU R L 

info@kurashi-design.org

　自分の子どもの不登校を経験したス

タッフが、自分自身の子育てで悩んだ経

験を生かし、同じ悩みを持つ親ごさんと

ともに、子どもたちが少しでも気持ちを

楽に過ごせるように考えていきたいとい

う思いで活動しています。

　おしゃべり広場『ゆうスペース』、個

別相談『オンリーワン』のほか、無料電

話相談も受けております。

　また経験者の連載記事が好評の『♪あ

んだんて♪通信』も発行しております。

さらに不登校を経験した若者たちのピア

サポートの場『UNITE ♪ハーモニー』も

あります。

　子どもが学校へ行けなくなったとき、

不安と心配でどうしていいかわからなく

なります。家で孤独感にさいなまれて悩

んでいる方も多いでしょう。

　そんなとき、同じ様な思いを経験した

私たちに話してみてください。「同じ経

験をしている仲間がいる」とわかるだけ

で、少し気持ちが楽になります。ひとり

で悩まないで、そのしんどさを私たちに

お聞かせください。

NPO法人
親子支援ネットワーク♪あんだんて♪

不登校の子を持つ親に寄り添い、支え合うこと
を目的に活動しています

京都市山科区竹鼻扇町 47-8 
SAKIZO MAISON 竹鼻 101 号室　

水曜・第 2、第 4金曜
10：30 ～ 16：00
※ email、FAX は随時。
なお活動日・時間は変更
することがあります。 

利 用 時 間
075-595-8255

電話番号

E-mail 

京都市
AREA ADRESS

支援内容

http://oyakonet-andante.org/U R L 

oyakonet-andante2003@kyoto.email.ne.jp
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　いじめ・嫌がらせ、セクシャルハラス

メントなど個別のトラブルが増加し、労

働基準法をはじめとした労働者保護関連

諸法の役割が問われています。

　私たちは、2005 年 7 月 2 日に結成さ

れて以来、社会保険労務士をはじめ、弁

護士、税理士、司法書士らの専門士業の

外に研究者、中小事業主、労働組合など

さまざまな職業の勤労者・市民が集まっ

て活動をしています。

　健康保険や公的年金など社会保険の先

行きが不安な時代に「仕事と生き方が両

立できる社会」の実現をめざして、国や

行政機関では対応できない課題に私たち

民間の市民組織が挑みます。

　具体的には、①労働相談、労働教育、

就労支援などの分野で京都府と協働して

活動を展開しています。

　②高校生・大学生など若者を対象にし

た労働関連法教育事業を行っています。

　③教科書「働く前に知っておきたい基

礎知識」を編纂し、2011 年から一般に

販売しています。

NPO法人
あったかサポート

労働相談、労働教育、就労支援活動、情報活動、
ネットワーク活動

京都市下京区間之町通下珠数町上ル榎本町 306
坂口ビル 2階

午前 10 時から午後 5時

利 用 時 間
075-352-2640

電話番号

E-mail 

京都市
AREA ADRESS

支援内容

http://attaka-support.orgU R L 

attaka-support@r6.dion.ne.jp

　依存症は回復し得る病気です。それに

はごく自然な事ですが、早期発見と早期

治療が回復への、一番の近道です。　

　この病気の悪循環から、解放されるた

めに、病気の正しい知識を知り、回復へ

の適切な方法を身につけ行動に移してい

き、そして何より大切な事は、回復した

いと願っている、仲間との出会いが必要

です。

　また回復しています依存症者もスタッ

フとして、経験を通してともに回復、成

長して行く事を手助けしています。

　私たちは毎日、回復のためのプログラ

ムとしてミーティング、スポーツ、食事

づくり、レク、社会見学などを集団生活

の中で回復のための治療を行っています。

　依存症は偏った考え、行動パターンに

なっています。

行動、考え方、感じ方を変えることで回

復を目指していきます。

　最初は大変な事と感じますが、やって

みるとよかったと感じていきます。誰で

もできる簡単なプログラムです。　

NPO法人
京都マック

アルコール、ギャンブル、薬物、摂食障がい、
買い物、などなど依存症の回復施設

京都市下京区大宮通り七条上る大宮三丁目 18
かつらぎガスビル 3階

平日・祝日
9:00 ～ 17:00　　　　　　　
日曜日
14:00 ～ 17:00

利 用 時 間
075-741-7125

電話番号

E-mail 

京都市
AREA ADRESS

支援内容

kyotomac.web.fc2.com/U R L 

k-mac3634@flute.ocn.ne.jp
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　私たちは、就労意欲はあるものの、ひ

とりでは就職活動が困難な方に対し、福

祉事務所をはじめとする行政機関、企業

や NPO 団体などと連携しながら、個人

の状況に応じた支援を行います。 

　ご利用者さんの中には、仕事と生活の

双方に課題を抱えた方も多くおられます。

　こうした場合、さまざまな問題が複雑

に絡み合っていてどこに相談すればよい

か分からないとか、生活の不安から就職

活動がうまく進められないといった状態

に陥りやすくなります。

　そうした方々がひとつひとつ課題を解

決しながら、再び仕事への自信ややりが

いを取り戻すための支援メニューを準備

し、地域社会に参加して生活していける

よう包括的・継続的に相談支援を行って

います。

　【対象となる方】●長期離職状態にあ

る方や就労経験の乏しい方　●生活困窮

者や、生活保護受給中の方　●ひきこも

り状態にある若しくはあった方など

京都市南区東九条下殿田町 70
京都テルサ西館 3階

月 ～ 金　 9:00 ～19:00
土 曜 日　 9:00 ～17:00

利 用 時 間
075-693-7727

電話番号

E-mail 

京都市
AREA ADRESS

支援内容

http://www.kyoto-ps.comU R L 

info@k-p-support.jp

京都自立就労サポートセンター

就労支援事業

　困った状態には背景要因があり、個別

のサポートが必要です。精神保健福祉士・

自閉症スペクトラム支援士として下記の

ような多様なアシストをさせていただき

ます。

　▽お子さんの育ちや関わり方への不安

がある　▽不登校、ひきこもり、いじ

め、暴力など学校や家庭生活上の問題が

ある　▽長期のひきこもり状態、精神症

状がある。将来が心配　▽「発達障がい」

の疑いがあると言われた　▽「発達障が

い」と診断されたがどう対応したらいい

か困っている　▽学校や職場での人間関

係によるストレスや傷つき。家族関係の

もつれ、生活上のさまざまな不安がある　

▽自分に自信が持てない、否定的感情が

強い、過去の体験が辛い　▽人と接する

ことに不安を感じる、コミュニケーショ

ンがうまく取れない　▽学校や職場に人

付き合いなどで困っている人がいる　▽

困った状態の方への関わり方がわからな

い　▽精神障がいなどでさまざまなサ

ポート（手帳、年金、福祉サービス、成

年後見など）を受けたい。

精神保健福祉士事務所　
教育と人間関係の相談室カンナ

カウンセリング・心理教育（本人・家族など）、
法制度・行政サービス利用への相談支援など

京都府向日市寺戸町渋川 22　三恵マンション 203

※面接時間等は以下をご
覧下さい。
http://croomkanna.com/
kanna/kannnanew.html

利 用 時 間
075-925-7960

電話番号

E-mail 

乙訓
AREA ADRESS

支援内容

http://croomkanna.comU R L 

kinopy@croomkanna.com
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　一見健康そうに見える親子でも、問題

が全くないとは言えません。私たちは、

孤立しがちな乳幼児の保護者に心の余裕

を持っていただくためにサロンやひろば、

イベントを開催しています。

　★親子サロン「スマイルプレイス」年

間 9回（大山崎町中央公民館 or 円明寺ヶ

丘自治会館）　★親子のひろば「サニィ

プレイス」年間 6回 ( 下植野集会所）★

生活をもっと楽しくするためのイベント　

年間 2回（大山崎町中央公民館）。いず

れも開催日時は、町広報誌「広報おおや

まざき」かブログで確認できます。

　サロンでは製作活動や手遊び歌、ふれ

あい遊び、手づくり菓子をいただきなが

らの交流。ひろばでは自由に子どもたち

を遊ばせながら、親子同士またはスタッ

フとの交流、あまり深刻でない相談に応

じています。

　イベントは保護者が自分自身のために

楽しめるよう、保育付きで開催します。

楽しくて家族のために役立つテーマを企

画しています。

京都府乙訓郡大山崎町円明寺脇山 1-318

★親子サロン…
10:00 ～ 11:30
★親子のひろば…
9:30 ～ 12:00 or 
13:30 ～ 16:00

利 用 時 間
080-5700-5822

電話番号

E-mail 

乙訓
AREA ADRESS

支援内容

http://blogs.yahoo.co.jp/eikanaeiU R L 

smile2525place@gmail.com

スマイルプレイス （for every child & parent)

乳幼児の保護者が育児を楽しめる環境づくり

　私たちは、くらしと仕事のサポートス

テーション「乙訓もも」を運営していま

す。　

　一人ぼっちや家族だけで悩んでいませ

んか。抱えておられる困りごとについて

一緒に考えていく寄り添いの支援を行っ

ています。　

　「家族ではない誰かが寄り添ってくれ

ることがこんなにも心強いものかと実感

している」「希望が見えた、前に行ける」

「生活が変わった、楽しい」などの感想

をいただいています。　

　人は誰でもお互いのつながりの中で生

きています。居場所でいろんな方々と交

流しながら前に進んでいきませんか。お

一人お一人に寄り添い支援をさせていた

だきます。　　

　※昼食・居場所でのプログラムの提供　

／　ボランティア活動・就労訓練（無償・

有償）・就職活動にも寄り添います　／　

利用料は原則無料・食事は実費です。

くらしと仕事のサポートステーション
乙訓もも

暮らしや仕事、ひきこもりなど困りごとの相談。
日中の居場所や活動の提供

京都府長岡京市友岡 1丁目 20-5

月～金 10 ～ 16 時
（祝日含む）
土・日　休み
相談等、上記時間外も受
け付けています。

利 用 時 間
075-952-2800

電話番号

E-mail 

乙訓
AREA ADRESS

支援内容

http://jg3vkd.vis.ne.jp/U R L 

otujikyo_momo@abeam.ocn.ne.jp
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　私たちは代表自身が 20 代の後半にひ

きこもりを体験。その後、通信制高校の

教員となり、後に教頭職を勤める。

　その間、不登校やひきこもり、発達障

がいなどの課題を持った人たちと関わる。

そして、その経験を生かし、課題を持っ

た本人や家族を丸ごと支え、本人自身が

自ら考え行動できることをサポートする

相談室を開設するために、教職を退職。

　本人には進路アドバイザーとして、進

学や就職だけにとらわれず、自信をつけ

ることのできる場所への「橋渡し」。親

御さんには本人の段階に応じた「具体的

な対応法」を提案できる相談室を目指し

ております。

　本人が来所できない場合は、親御さん

のみの相談でも構いません。家庭への訪

問も相談に応じております。特に孤立し

がちな青年期以降のサポートを中心とし

ておりますが、少年期も対応いたしてお

ります。

　代表の著書に「不登校・ひきこもり　

こころの解説書」（学びリンク出版）が

あります。

京都府長岡京市緑ヶ丘 1-1

平日 10:00 ～ 18:00
土日祝も対応しております。

利 用 時 間
090-4272-4160

電話番号

E-mail 

乙訓
AREA ADRESS

支援内容

U R L 

smile8610@hotmail.com

すずかげ教育研究所

不登校・ひきこもり・発達障がいなどの課題を
持った子どもおよび家族の支援

　日本は今、超高齢社会を迎えています。

そんな中で医療、介護、年金といった社

会保障費は年々増加し、国の財政を圧迫

しています。この課題を乗り越えるため

の選択肢はそう多くはありません。要は

医療や介護のお世話にならない健康で元

気な状態をいかに長く維持するかが問わ

れています。

　そのための高齢者の生きがいづくりや

居場所づくり、またどうしても日常生活

に誰かの支援が必要になったときには、

いきいきネットのメンバーがサポートし

合う、そういう支え合いのための仕組み

づくりの活動を展開しています。

　左の写真はいきいきサロンでの運動機

能維持体操の一場面です。いつまでも「行

きたい所に自分の足で行ける事」が人間

としての幸せの一つとなります。

　上の写真は居場所や出番づくりとして

の茶店の運営の一場面です。西山の中腹

にあります楊谷寺（柳谷観音）の境内に

ある茶店をお借りして、毎月 17 日に参

拝客のみなさんにランチや飲み物を提供

しています。

NPO法人
いきいきネット

高齢者の居場所や生きがいづくり支援並びに独
居・老々世帯への介護保険外の在宅生活支援

京都府長岡京市区外 2丁目 2番 9号

左の写真  毎月20日前後
13:20～15:30
上の写真  毎月17日
8:00～16:00
在宅支援③随時9:00～17:00

利 用 時 間
090-4909-7337

電話番号

E-mail 

乙訓
AREA ADRESS

支援内容

http://www.ikiiki-net.sakura.ne.jpU R L 

k.yamada0124@hotmail.co.jp
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　2014 年 5 月に NPO法人の認可を得て、

『つどいのひろばねこばす』（地域子育て

支援拠点事業）を開設。向日市の委託を

受け行政と協働で運営しています。

　つどいのひろばねこばすは、乳幼児を

子育て中の方や、プレママ、プレパパが、

自由に参加できる出逢いの場、交流の場

です。家庭的な雰囲気の中で、子育て相

談や、各種講座、子育て情報の提供など

も行っています。参加は無料です（催し

物は有料の時もあります）。

　NPO の活動としては、一時保育（あ

ずかり型・シッター型）、家事支援、産

褥ケアなどを有料で行っています。

　ジェンダー平等教育の推進、女性の就

労支援、親のための学習会、リフレッシュ

講座なども行っています。

　地域社会での子育てのパートナーとし

て、親とともに暮らしよい地域社会をめ

ざしています。

　その中で、親と子がともに出逢いつな

がり、一人ひとりが楽しくエンパワーメ

ントできることを願っています。

NPO法人
子育て支援ねこばす

子育ての楽しさや、しんどさを共感しながら、
子どもの育ちや親の学びを支援する

京都府向日市寺戸町三ノ坪 8-3

火・水・土　10時～15時

利 用 時 間
075-203-7738

電話番号

E-mail 

乙訓
AREA ADRESS

支援内容

U R L 

npo-nekobasu@zeus.eonet.ne.jp

　京都府乙訓保健所にて、一般市民の生

活習慣予防のための健康体操・精神障が

い者の社会復帰に向けての健康づくりな

ど、健康運動践指導者として、各事業に

長年携わって参りましたが、保健所とし

ての事業継続が不可能になり、その人た

ちの受け皿となりたくて平成 17 年 1 月

に法人格を取得しました。

　※高齢者支援・将来の介護予防のため

健康づくり、居場所づくり教室開催

　※障がい者支援　障がい者・独居老人

のための健康づくり・居場所づくり教室

開催　　

　※子育て支援　児童と親の健全な関係

づくり・児童の健康づくりのためのヒッ

プホップダンスの練習取得・発表など、

活動しています。

NPO法人
A ・ Kクラブ

障がい者・高齢者の健康づくり・居場所づくり

不定期。お問い合わせください。

利 用 時 間
075-953-5573

電話番号

E-mail 

乙訓
AREA ADRESS

支援内容

http://akclub.jimdo.com/U R L 

t-takeda@olive.plala.or.jp
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　私たちは、乙訓地域（長岡京市・向日

市・大山崎町）の精神に障がいを持つ家

族を支える家族の会として、平成 8年に

発足しました。

　平成11年に立ち上げた共同作業所「や

よい工房」は、平成 16 年から独立組織

「NPO 法人乙訓やよい福祉会」となり、

やよい工房久貝事業所・ケアホームかん

なを運営。

　現在は利用・支援協力関係に。家族会

として加盟している（公社）京家連とと

もに、府下の家族会とも連携を深め、精

神に障がいのある人に対する社会的支援

の充実を目指しています。

　月 1回の例会（乙訓保健所）での交流

や、学習会・見学会・リクレーションで

親睦を深めています。

　お悩みのある方、毎月第 1月曜日に家

族相談会（乙訓保健所にて）を開催して

いますので、まずは、お気軽にご相談く

ださい（秘密厳守）。

　相談専用☎ 080 － 8529 － 7060（当

日午前 10 時～午後 3時）電話での相談

を中心に相談会を行っています。

公益社団法人
京都精神保健福祉推進家族会連合会乙訓やよい会

精神に障がいのある人を抱える家族のための相
談支援・相互扶助・理解を深める研修学習

開所…月曜日～金曜日　
9：00 ～ 17：00
＊土・日・祝日休み
夏期・冬期休暇有り

利 用 時 間
075-952-9567　

電話番号

E-mail 

乙訓
AREA ADRESS

支援内容

U R L 

yayoi-k@bz04.plala.or.jp

　私たちは、子どもに関わる活動を行っ

てきた 6 つの団体＜ NPO 法人ほっと

スペースゆう、NPO法人おとくにパオ、

NPO法人いんふぁんと ROOMさくらん

ぼ、せきゅりてぃー・ぶらんけっと、共

育倶楽部、あいケア・コミュニティ＞と、

虐待未然防止の最前線で働く行政機関＜

子ども福祉課、健康推進課、乙訓保健所、

主任児童委員＞の方々とが協力しあい、

虐待未然防止のための親子への支援をし

ていこうと結成されたネットワーク団体

です。

　子どもの虐待は未然に防げます！　そ

のためには、子育てに苦しさを感じてい

る親子に、リアルタイムできめ細かなサ

ポートを行うことが効果的です。

　行政と子育て支援団体が力を合わせ、

そんな実行性のある親子支援活動（子育

てや沐浴などの手伝い、親への寄り添い、

食事支援、子どもの一時預かり、親学習

プログラムの提供など）を行っています。

　苦しい時に、ほんの少しの手助けが、

いい親子関係を作ってくれますよ！

京都府長岡京市城の里 8-2

月～金　10:00 ～ 18:00

利 用 時 間
075-954-3546

電話番号

E-mail 

乙訓
AREA ADRESS

支援内容

http://nagaokakosodatesienn.web.fc2.com/U R L 

nagaokakodomonet@gmail.com 

長岡京市子育て支援ネットワーク

子育てを地域ネットワークで支えようと 6つの
子育て団体がネットワークを組み活動
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　平成 15 年から平成 26 年までの 11 年

間、普通の民家・いずみの家を拠点に、

高齢者には「通所介護事業」を、子育て

に不安を感じる親子にはホッとできる場

所の提供という「居場所事業」を運営し

てきました。

　そして、平成 27 年 3 月からは、少し

幅を広げて、赤ちゃんから高齢者までが

集い、ふれあう場の提供を、長岡京市の

委託を受けて行うことになりました。

　おいしいお食事や喫茶を楽しんでいた

だきながら、健康の向上や病気の予防、

介護相談や子育ての悩み相談など、介護

や子育てに関する専門家が対応します。　

　どなたでも遊びに来てください。

おいしいお食事を用意して、お待ちして

います。

NPO法人　
ほっとスペースゆう

あかちゃんからお年寄りまでが、実家に来たよ
うにほっとする居場所

京都府長岡京市城の里 8-2

月～金　10:00 ～ 16:00

利 用 時 間
075-954-3546　

電話番号

E-mail 

乙訓
AREA ADRESS

支援内容

U R L 

　私たちは、2008 年 4 月＜発達に特別

なニーズを持つ子ども＞とその家族のた

めに、地域で専門性の高い早期発達療育

を目指して、NPO法人アジール舎によっ

て開所されました。

　2012 年の児童福祉法改正に伴い、こ

れまでの定員 10 人の児童デイサービス

事業から、就学前対象の「児童発達支援 

ころぽっくる」（1日定員 10 人）と、就

学後対象の「放課後等デイサービス は

らっぱ」（1日定員 10 人）に拡大されま

した。

　さらに、保護者の要請により訪問支援

員が保育所、幼稚園、学校などに訪問す

る「子ども訪問ころぽっくる」を加え、

多機能型事業所として三つの事業を展開

しています。

　子どもの気持ちや意思を大切にする専

門職（心理士、言語聴覚士、作業療法士、

元教員など）である療育指導員が、2グ

ループを基本構成に支援する体制を組ん

でいます。また私たちは、子育て相談・

発達相談、学習支援事業にも力を入れて

います。

NPO法人
アジール舎　児童デイころぽっくる

発達に特別なニーズをもつ子どもと家族に専門
スタッフが支援します

京都府宇治市槇島町大幡 26

月曜日～土曜日
午前9時～午後5時30分

利 用 時 間
0774-34-2382

電話番号

E-mail 

山城
AREA ADRESS

支援内容

http://asile-sya.comU R L 

asile-sya@ba.wakwak.com
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・屋内活動　

料理教室で昼食を作って皆で楽しく過ご

します。

・屋外活動　

名所旧跡巡りやキャンプなどの野外活動、

博物館や美術館での鑑賞などをしていま

す。

・ジョブトレーニング　

宇治作業所で、ボランティア活動をして

います。

・学習支援　

本人の希望に応じて「基礎学力」をつけ

る学習を中心に行なっています。

・パソコン教室　

専門家からワード・エクセルを中心に学

んでいます。

・カウンセリング　

山城地域4か所でカウンセリングを実施

しています。

・親の会　

月 2 回　同じ悩みを持つ家族が集まり

じっくりと話し合っています。

京都府宇治市木幡赤塚 47-12

10 時半から16 時半まで

利 用 時 間
0774-32-6187

電話番号

E-mail 

山城
AREA ADRESS

支援内容

U R L 

ai12345@samba.ocn.ne.jp

ほっこりスペース♡あい

 不登校・ひきこもりの青年たちの支援

　子どもたちよ

大地に深く根を張ろう

枝葉もろとも根を張ろう

人生につながる根を張ろう。

　子ども館は、ムダなことをする楽しみ

をとても大事にしている子どもたちの居

場所なのだ。

　そして、いつも子どもたちに一番いい

ように考える学びの場でもある。

　大人たちよ

子ども館は子ども自身の人生のために　

教育を受けることを根源に据えて、優れ

た文化・芸術で子どもたちをつつみなが

ら、人として共に育ちあう大人の居場所

でもある。

　なぜならば、子どもたちは未来そして

大人の希望であるから。　

　私たちは、過去をふりかえるヒマを持

たない。私たちの想いを占めているもの

は未来であり、私たちが子育てや教育を

とおして創ろうとしているのも未来だか

ら。

認定NPO法人
夢街道国際交流子ども館

発達に特別なニーズをもつ子どもと家族に専門
スタッフが支援します

京都府木津川市加茂町里新戸 114

フリースクール：月～金
9:00～16:00
居場所：月・木・金（週2回）
夕方2h
ひとり親：土9:00～12:30

利 用 時 間
0774-76-0129

電話番号

E-mail 

山城
AREA ADRESS

支援内容

http://www.yumekaido-kodomokan.org/U R L 

info@yumekaido-kodomokan.org
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　障がいをもつ子どもたちの親による呼

びかけに応えて、長期休暇中の居場所づ

くりを支えてきた学生ボランティアグ

ループが 2003 年に法人化して生まれた

NPOです。

　現在は、乳幼児親子のための子育てひ

ろば「さんりんしゃ」、多様な発達の子

どもたちが自分に自信をつけて自分を好

きになっていくための療育プログラムを

提供する「発達支援ルームこねっく」、「わ

かる・伝わる・安らげる」をキーワード

に学齢児の放課後を豊かにする「Libra 

- りぶら -」、子どもたちが支援者ととも

に街の中に出ていく外出支援、長期休暇

や週末を子どもたちと学生スタッフが

いっしょに楽しむプログラムなど、子ど

もと家族を支えるためのさまざまな事業

を行なっています。

　親たちが元気でつながっていられるよ

うに、地域の親の会組織の運営サポート

もしています。

　子どもたちを支援しながら、互いに学

び合う学生のボランティアスタッフを常

時募集中です。

NPO法人
そら

「すべての子どもたちが輝けるまち・精華町」を
目指し、さまざまな活動をしています

京都府相楽郡精華町祝園西一丁目 8-1

さんりんしゃ（火～金）　
10:00～15:30
法人本部（年中無休）
10:00～19:00

利 用 時 間
0774-93-3814

電話番号

E-mail 

山城
AREA ADRESS

支援内容

http://npo-sora.cocolog-nifty.com/U R L 

nposora2003@yahoo.co.jp

　私たちは、平成 20 年 6 月より「あや

べ若者サポートステーション」の補完団

体として、多くの若者の自立・就労支援

に携わり、平成 23 年 10 月より「京都

府日常生活等自立支援事業サポート推進

事業」を受託し、宇治市小倉町で「おれ

んじハウス」を開設・運営しています。

　おれんじハウスでは、訪問やカウンセ

リングによる相談はもとより、居場所に

おいて「一緒にごはんを食べること」な

どを通して「誰かがいっしょにいること」

を体験してもらい、安心感の醸成や社会

性の向上を目指していっております。

　安心感を基盤に、生活自立訓練や就労

体験などのさまざまなプログラムを組み

合わせ、生活リズム改善や就労意欲喚起

など、社会的な自立（自律）に向けて主

体的に動ける力を寄り添いながら高めて

いきます。

　さらに運営母体が NPO 法人という特

徴を活かし、悩まれている方々に合った

柔軟な支援をしております。

NPO法人まごころ
くらしと仕事のサポートステーションおれんじハウス

生活保護受給者、ニート・ひきこもりなどの方
への日常生活や社会生活の自立支援

京都府宇治市小倉町南浦 100-43

月曜日～金曜日
10:00～16:00

利 用 時 間
0774-28-4141

電話番号

E-mail 

山城
AREA ADRESS

支援内容

U R L 

orange@ayabe-magokoro.net
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　2000 年 5 月に、自分らしく働きたい

という女性 10 人で働きたいおんなたち

のネットワークを設立し、同年 8月に法

人格を取得。活動拠点を宇治市内に置き、

女性 10 人で始めた活動は、現在、府内

全域に広がり、会員は女性 24 名となり

ました。

　2003 年 6 月より宇治橋通商店街振興

組合の支援を受け、京都府初の空き店舗

活用による子育て支援事業を開始。　

　現在は課題解決型の子育て支援事業な

どを実施し、週に 2 時間から働ける場

づくりや女性の人材育成などに取り組み、

シングルマザーを含む女性 15 人がワー

クシェアにより週に 2時間から 26 時間

働いています。

　設立以来 15 年、毎年 200 人の女性た

ちがハローワークではなく私たちを訪れ、

子育てや介護、心身の状態などにより十

分に働けない事情はあるけれど ｢働きた

い」と訪れる状況は変わりません。

　生き方の中に働き方が含まれるという

視点を持ち、一人ひとりに合わせた働き

方を創出していきます。

NPO法人
働きたいおんなたちのネットワーク

おもに、生きづらさ、働きにくさのある子育て
期の女性の週に２時間から働ける場づくり

京都府宇治市宇治妙楽 155-5
宇治橋通り「つむぎ」

月･火・木･金曜日
10:00～17:00

利 用 時 間
0774-23-5390

電話番号

E-mail 

山城
AREA ADRESS

支援内容

http://www.npohatarakitai.netU R L 

information@npohatarakitai.net

　私たちは自分自身の問題と向き合いな

がら、もう一人の薬物依存者の手助けを

しています。

　それは、回復した薬物依存者として英

雄になるのではなく、苦しんでいるア

ディクトの希望でなければ意味がない。

　使う事をやめたいと願い、薬物を必要

としない生き方を仲間と一緒に木津川ダ

ルクで身につけてほしい。

　そして巣立ち、社会の大空を自由に優

雅に舞ってほしい。苦しんでいるアディ

クトを見つけるために ...。

それが回復でありアディクトが素面で生

きていくことだと思っています。

　薬物を使わずに生きる―スピリチュア

ルな健康を取り戻す。

　その方法を仲間とともに実践していく

ことが私たちの目的であり、ダルクの役

割だと考えております。

　私たちは、この身体的、精神的、社会的、

霊的（スピリチュアリティ）な回復と健

康を取り戻すことに「今日一日」、最善

を尽くしております。

NPO法人
アジア太平洋地域アディクション研究所木津川ダルク

同じ問題を解決してきたスタッフが、薬物を必
要としない生き方を手助けしています

京都府木津川市木津内田山 117

月曜日～土曜日
9:00~17:00

利 用 時 間
0774-51-6597　

電話番号

E-mail 

山城
AREA ADRESS

支援内容

http://www.apari-west.org/kizugawa-darc/index.htmlU R L 

kizugawa.darc@gmail.com
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　私たちは、不登校の子どもたちやひき

こもりの若者たちに、学習や進路などの

支援を行うため、京都府教育委員会認定

フリースクール・通信制高校サポート校・

高認予備校として活動しています。

　特に、文科省・京都府・教育委員会・

学校・福祉・医療機関・大学とネットワー

クを持ち、充実した支援体制を備えてい

ます。

　私たちは、単なる子どもたちや若者た

ちの居場所ではなく、幅広い学びの活動

と体験活動を通して、積極的に変容を生

じさせるための学校です。

　私たちは、理論に基づきながら、彼ら

の「挫折」体験を、大きく変わっていく

ための「機会」へと変換し、そこから新

しい進路やキャリアを形成していくお手

伝いをするプロ集団です。

　不登校やひきこもりの状態から、中

学・高校・大学・専門学校などへの進学、

あるいは海外留学や大学院での研究活動、

さらには職人的な就労といった実績を重

ねており、これからもさまざまなキャリ

アパスを模索していきます。

京都府教育委員会認定フリースクール
アウラ学びの森　知誠館

学習支援、進路支援、高卒資格取得、高認受験、
不登校相談、ひきこもり相談、体験活動

京都府亀岡市南つつじヶ丘大葉台 2-44-9

月曜～金曜　10:30～22:00
（水曜　10:30～17:00）

利 用 時 間
0771-29-5588

電話番号

E-mail 

南丹
AREA ADRESS

支援内容

http://tiseikan.comU R L 

info@tiseikan.com

　平成 17 年、子どもに自閉症などの発

達障がいがある家族が集まり、わが子の

子育てについて、悩みや不安を話せる場

として、自閉症など発達障がいをもつ家

族の集い「ぶどうの木」が発足しました。

月に１度の交流会の中で、” 就労までの

社会的自立に向けた活動の機会 ” が十分

でなく、多くの保護者ニーズであること

が分かりました。

　その後平成 20 年 9 月、子どもたちが

個々の障がい特性に応じた適切な支援を

継続して受け、普通に活き活きと暮らせ

る街づくりを目指し「特定非営利活動法

人発達障害を考える会ぶどうの木」とし

て再スタートしました。

　自立活動や個別相談、交流サロンなど、

子どもとその家族のニーズを活動の中心

として約 6年間活動を進めてきました。

　法人として関らせていただいているお

子さんも、日々自立への準備をされ、今

後はそのニーズの変化にも対応できるよ

う、就労や個々のライフステージを念頭

に、事業展開をしていきたいと考えてい

ます。

NPO法人
発達障害を考える会ぶどうの木

放課後などデイサービス、OT相談、自立支援活
動、発達障がい支援講座など

京都府南丹市園部町美園町 7-18

月曜日～金曜日
(祝祭日、年末年始除く）
午前9時～午後5時

利 用 時 間
0771-86-8029

電話番号

E-mail 

南丹
AREA ADRESS

支援内容

http://www.budonoki.net/U R L 

npobudo0902@poppy.ocn.ne.jp
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　私たちは、南丹地域の亀岡市、南丹市、

京丹波町で事業展開しています。

　病気やケガ、人間関係の悩みなど長期

間働きたくても働けなかった方（おおむ

ね 15 歳から 65 歳未満の方）や生活困

窮者の方へ、社会的自立に向けて必要な

スキルを身につけるためのパソコン教室

や料理教室を開催しています。

　その他にもイベントに参加して栽培し

た野菜の販売や軽作業を通じての心身の

元気を取り戻し、働くことの喜びや仲間

と力を合わせることの貴さを学びます。

　また、さまざまな方々と交流ができる

居場所づくりを行っています。

　その他生活全般の相談を実施している

各機関と連携して悩みや生活課題のご相

談をお受けしています。まずはお気軽に

一度おぐりへおいでください。

社会福祉法人全国手話研修センター亀岡事業所
くらしと仕事のサポートステーション　おぐり

便利な亀岡駅前の西友亀岡店 4階で就労支援や
教室、居場所づくりを展開しています

京都府亀岡市追分町馬場通り 15-1　西友亀岡店 4階

利用時間：
平日　9:30～17:00
土・日・祝日はお休みです。

利 用 時 間
0771-24-1410

電話番号

E-mail 

南丹
AREA ADRESS

支援内容

http://www.com-sagano.com/U R L 

info@k-oguri.com

　私たちは、ひきこもり、不登校、高校

中退、ひとり親家庭、生活困窮家庭をは

じめとする、学習環境にさまざまな問題

を抱える児童生徒から大人の方々への学

習支援活動を行っています。「学校の教

科」や当該学年にとらわれず、よりよく

生活していくための学習活動支援も行っ

ています。

　本人・保護者、個別あるいは 三者で

の面談や相談を行いつつ、必要であれば

教育機関・行政機関・NPO 団体などと

横断的に連携し、個人に合った学習支援

を行っています。

　また利用するみなさんが自由に過ごせ

る居場所スペースでは、保護者の方が情

報交換したり、お互いの悩みについて語

り合えるよう、保護者向けのスペースも

確保しています。

　また、どなたでも気軽に参加していた

だけるようなイベントやセミナーの開催、

大人向けの自習室開放など、地域の大人

と学習環境などに問題のある児童生徒た

ちとの自然なかかわりを生み出せるよう

活動しています。

NPO法人
よのなか塾

学習環境に何らかの問題を抱える児童生徒から
大人の方々への学習支援を行っています

京都府舞鶴市字市場竜宮 739 番 31

月～土　　9:30～21:00
日　祝　　9:30～17:30

利 用 時 間
0773-60-2849

電話番号

E-mail 

中丹
AREA ADRESS

支援内容

http://yononaka-juku.org/U R L 

info@yononaka-juku.org
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　舞鶴市の東地区、西地区、加佐地区の

利用者の方を対象に多機能型の障がい福

祉サービスを行っています。

　各施設就労支援では、食品加工、廃棄

プラスチック類のリサイクル、縫製、農

芸、プリント加工作業や、施設外実習 ( 主

に福祉施設や企業の清掃メンテナンス )

などの作業訓練をその方の成長度に合わ

せ段階的行い、一般就労に向けて取り組

んでいます。毎年 4、5 名の方が就職さ

れています。

　各施設では送迎サービスを行っていま

す。また、就労継続支援 A型利用の方

とは雇用契約を結び、舞鶴市リサイクル

プラザでのペットボトル類の手選別作業

に従事してもらっています。

　生活介護支援では、日常生活に必要な

介護支援と軽作業や創作活動、リハビリ

活動を通して心身の安定を図り、日々の

暮らしを潤いのある豊かなものにしてい

くため、障がいの程度にかかわらず、一

人ひとりが自らの人生を生き抜けるよう、

個別支援計画に基づき必要にサービスを

提供しています。

社会福祉法人
みずなぎ学園（鹿原学園・高野学園・丸田学園）

舞鶴市、福井県高浜町の利用者の方を対象に多
機能型障がい福祉サービスを行っています

京都府舞鶴市字鹿原 209 番地の 3

作業時間
9:30～16:00（月～金）　　　　　　　　　　　　　　　
土・日・祝休
※土曜日登園もあります

利 用 時 間
0773-63-5030

電話番号

E-mail 

中丹
AREA ADRESS

支援内容

http://www.mizunagi.or.jp/U R L 

m_jimu01@mizunagi.or.jp

　私たちは、みつみ福祉会の法人理念で

ある「共に生きる」という考えの下、一

人ひとりが社会の中で支え合い、生きが

いを感じられる活動に取り組んでいます。

ききょうの杜においては、就労継続支援

A型・B型事業と就労移行支援事業を展

開しています。

　就労継続支援 A型事業では雇用契約　

を結ぶことで社会的自立を促進し、また　　　　　

仕事への責任感の育成や社会のルールに

ついて学習を続けております。

　仕事内容は市から委託を受け、プラス

チック手選別作業や市内事業所・公園の

清掃作業に従事しています。

　就労継続支援 B型事業では内職請負・

清掃・洗濯・焼き菓子の製造に取り組み、

個人の希望や能力に沿って作業に従事し

ていただき、生産活動に携われる喜びを

感じていただいております。

　就労移行支援事業では、一般雇用を目

指し施設外での就労実習を取り入れ働き

続けられる力を身に付け、社会的自立を

目指しています。

社会福祉法人
みつみ福祉会　ききょうの杜

就労継続支援 A型・B型・就労移行支援事業

京都府福知山市桔梗が丘 6丁目 31 番地

月曜～金曜　9:00～16:00
土曜日　　　9:00～16:00
（毎月 8日間のお休みがあり
ます。）

利 用 時 間
0773-20-3111

電話番号

E-mail 

中丹
AREA ADRESS

支援内容

http://www.mitsumi.or.jp/kikyou/U R L 

kikyou-sabikan1@mitsumi.or.jp
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　私たちは、障がいのあるみなさんが、

地域の中で安心して働き暮らし続けるた

めの事業をすすめています。

　障がいの重い人には、たくましく生き

ていく力を、精神障がいの方には安定し

た暮らしを、働く意欲のあるみなさんに

はより高い工賃を保障するなど、障がい

のあるみなさんの願いや状況に応じた取

り組みをしています。

　また、障がいのある方が少人数で暮ら

せる場・グループホームの整備をすすめ

ています。さらに、障がいのある子ども

たちのゆたかな発達を保障するために、

就学前児童の療育、放課後対策事業もす

すめています。

　私たちでは、「昼食弁当の製造と配達」

「天然酵母パンの製造と販売」「アイスの

製造と販売」など『食』にかかわる事業

をすすめてきました。

　その集約の場としてカフェを経営し、

在宅障がい者のみなさんの働くきっかけ

をつくりました。また、平成 27 年春に

は本格的なカフェレストランを備えた施

設整備をすすめています。

社会福祉法人
ふくちやま福祉会

どんな障がいの人も、どんなに障がいが重い人
も、地域で安心した働き暮らし続ける支援

京都府福知山市字奥野部 252 番地

日中事業所　　8:30～17:00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
グループホーム16:00～9:00

利 用 時 間
0773-24-5245

電話番号

E-mail 

中丹
AREA ADRESS

支援内容

fukuchiyama-fukushikai.comU R L 

fukushikai@kisnet.ne.jp

　私たちは、平成 20 年 6 月より「あや

べ若者サポートステーション」の補完団

体として、多くの若者の自立・就労支援

に携わり、平成 23 年 10 月より「京都

府日常生活等自立支援事業サポート推進

事業」を受託し、福知山市民病院前で「り

んごの広場」を開設・運営しています。

　りんごの広場では、長びく不況などの

影響で長期間働けていない方、生活保護

受給者・ニート・ひきこもりなどさまざ

まな理由で求職活動に踏み出せない方と

そのご家族に対し、訪問やカウンセリン

グによる相談や社会性を高めるための居

場所を提供しながら、生活自立訓練や就

労体験を通じ生活リズムの改善や就労意

欲を喚起することで、日常生活や社会的

な自立（自律）を寄り添い支援しています。

　居場所ではいつも誰かが居て、ゲーム

やおしゃべりをしたり、食育セミナーで

みんなで作ったご飯を一緒に食べたり…

とそれぞれが自分のペースで自立に向け

て活動しています。

NPO法人まごころ
くらしと仕事のサポートステーション りんごの広場

訪問、カウンセリング、社会的居場所、生活自
立訓練、就労体験、セミナー

京都府福知山市厚中町 4-2

平日　10:00～16:00

利 用 時 間
0773-23-1741

電話番号

E-mail 

中丹
AREA ADRESS

支援内容

https://www.facebook.com/RingonohirobaU R L 

ringo@ayabe-magokoro.net
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　私たちは、平成 11 年に設立し、高齢

者並びに障がい者の福祉輸送を始めまし

た。現在では、福祉移送事業では、全国

屈指と言われるまでに発展してまいりま

した。いざ事業が始まると、想像をはる

かに超える病人の多さに驚き、単に病院

に搬送するだけでは、高齢者の問題は片

づかないという大きな壁に突き当たるこ

とになります。そこで、病人をつくらな

い、病気にならない、高齢者が勝手に老

弱化しない策はないものかと考え始めた

次第です。

　こうした経緯から、綾部市老人福祉セ

ンター「清山荘」の指定管理者に名乗り

を上げ、平成 18 年 4 月綾部市から指定

を受けました。こうした経緯を踏まえて、

綾部市老人福祉センター「清山荘」（以

下清山荘と記します）の指定管理者に名

乗りを上げ、平成 18 年 4 月綾部市から

指定を受け、平成 22 年 4 月に綾部市か

ら再び同施設の管理運営を任されること

になりました。

認定NPO法人
あやべ福祉フロンティア

福祉有償輸送・ボランティア企画・配食ボラン
ティア・清山荘・自立支援他

京都府綾部市里町潜り 9-1

清山荘
（せいざん元気センター）
開館時間：午前9時～午後4時
休館日　：土・日曜日、祝日
（敬老の日を除く）年末年始

利 用 時 間
0773-40-2363

電話番号

E-mail 

中丹
AREA ADRESS

支援内容

www.ayabe-wf.netU R L 

ofice@ayabe-wf.net

　私たちは、家庭や学校、地域に適応し

にくくなった子どもを短期間入所させ、

心理治療や生活指導を行い、再び社会で

安定した生活を送ることができるように

支援する情緒障がい児短期治療施設です。

　平成 15 年に開園し、綾部市上林地区

の豊かな自然と暖かな地域の人々に囲ま

れて 11 年が経ちます。

　対象は小学生から中学生で、京都府の

児童相談所を通して入所の手続きが行わ

れます。

　定員 30 名の子どもたちが児童指導員

の養育のもとで安定した生活を送り、学

校は綾部市立東綾中学校・東綾小学校の

分教室を設置して義務教育を保障してい

ます。

情緒障害児短期治療施設
るんびに学園

豊かな自然の中で子どもの心を育む児童福祉施
設

京都府綾部市十倉中町米谷 16 番地

入所などの利用については、
児童相談所の措置を受けて
行われます。お問い合わせ
は、お近くの児童相談所ま
でお願いします。

利 用 時 間
0773-46-0543

電話番号

E-mail 

中丹
AREA ADRESS

支援内容

http://lumbini-ayabe.or.jp/U R L 

lumbini-ayabe@zeus.eonet.ne.jp
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　援助が必要な高齢者、障がい者やその

家族、その他の手助けを必要とする人々

に対して、地域に根ざした福祉事業を行

い、すべての人々が健やかに暮らせる地

域社会づくりと福祉の増進に寄与するこ

とを目的として、平成 13 年 9 月に設立

したNPO法人です。

　主な事業は移動福祉理美容車「ちょき

ぞう」、各種介護保険サービス、障がい

者のグループホームを併設する小規模多

機能型施設、異なる 4法人が協働で運営

する地域共生型福祉施設やすらの里、介

護タクシーなどの事業を主に与謝野町で

実施し、かゆい所にも手が届くような「福

祉のコンビニ」を目指して活動していま

す。

NPO法人
丹後福祉応援団

介護保険サービス・障がい者サービス・介護タ
クシー移動福祉理美容車ちょきぞうなど

京都府与謝郡与謝野町字加悦 802-7

9:00～18:00

利 用 時 間
0772-44-1122

電話番号

E-mail 

丹後
AREA ADRESS

支援内容

http://npotango.blogspot.jp/U R L 

npotango@kyt-net.jp

　不登校の子どもたちの中には学校に行

けないことが罪悪感となって人目を避け

たり、安心であるはずの自宅にいても存

在を消すように閉じこもることがありま

す。親も甘やかしだと責められ、子ども

の気持ちと世間の目とのはざまで辛い思

いをしています。苦しんでいるのに個人

の責任を問われ、社会からはじき出され

たような気持ちです。

　同じ気持ちを抱えた親と支援者が協力

して、居場所をなくした親と子のために

平成 14 年 beFree という居場所ができ

ました。

　居場所があるということは、居ていい

んだよと存在を認めてもらえること。自

分が自分の存在を信じることができて、

心が回復していく道へと向かいます。

　近年では不登校生徒への支援体制も整

えられてきましたが、形は変われど悩み

が消えることはありません。不登校やひ

きこもりで苦しんでいる子どもたちに寄

り添い、子どもたちが社会的自立をとげ

ていけるために、不登校への理解が広が

るよう活動しています。

beFree（びぃふり～い）
～不登校の子ども達の居場所と出会いをつくる会～

不登校やひきこもり、子育てなどで悩みを感じ
ている方々の支援をしています

京都府京丹後市峰山町千歳 661　

※フリースペースの開設
（週2）水曜日13:30～15：30
土曜日9:30～11:30
※親の会（隔月）お問い合わ
せください

利 用 時 間
0772-68-1425

電話番号

E-mail 

丹後
AREA ADRESS

支援内容

U R L 
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　平成 25 年 3 月に開設された「地域共

生型福祉施設やすらの里」の一部門で、

( 社福 ) 与謝郡福祉会によって運営され

ているユニット型特養で「ユニット内調

理」が特徴です。

　やすらの里は、在宅サービスがNPO丹

後福祉応援団、障がい者就労支援施設は

社会福祉法人よさのうみ福祉会、訪問看

護ステーションは公益社団法人京都府看

護協会、それに当施設で構成されており、

さらに町の子育て支援センター事業や事

業所内保育所なども相まって、赤ちゃん

から子育て中のお母さん、障がい者、高

齢者が共に触れ合い、役割を担いあい、

生きていくことを支援する施設です。

　利用する方にも、働く者にとっても、

豊かなふれあいの中でさまざまな可能性

が生まれています。

　一般就労を希望される方の中に中間就

労が望ましいのではないかと思われる方

もあり、そのような方には自立就労サ

ポートセンターや障がい者就労支援事業

所などと連携をとってご紹介することも

あります。

京都府与謝郡与謝野町字加悦 802 番地 7

就労支援の対象者につい
ては、主に日中の時間帯。
介護サービスについては、
入所施設なので 24 時間
365 日。

利 用 時 間
0772-43-2500

電話番号

E-mail 

丹後
AREA ADRESS

支援内容

http://yasuraen.sunnyday.jp/wp/U R L 

yasuraen@seagreen.ocn.ne.jp

特別養護老人ホームやすら苑
社会福祉法人与謝郡福祉会

中間就労受入れのため自立就労サポートセン
ターなどと勉強会

　私たちは、京都府北部（京丹後市と宮

津市）に児童福祉・障がい福祉・高齢福

祉の 3部門で 15 事業所を運営していま

す。

　年齢の違い、性別、障がいの有無にか

かわらず、福祉サービスの必要な人へ必

要なサービスを提供し、地域のみなさん

が、こころ豊かで安心・安全に暮らして

いけるよう、活動しています。

　お蔭様、お互い様の気持ちを持ち、安

心して生活できる場となるよう寄り添い、

みなさんと一緒に考えていきます。

社会福祉法人
みねやま福祉会

相談支援（児童・子育て・障がい・高齢）、一時
預かり保育、就労体験

京都府京丹後市峰山町室 27 番地の 2

月～金曜日の9:00～17:00

利 用 時 間
0772-69-5005

電話番号

E-mail 

丹後
AREA ADRESS

支援内容

http://www.mineyama-fukusikai.jp/U R L 

info@mineyama-fukusikai.jp
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　私たちは「自閉症児・者に豊かな人生

をおくってほしい」「安心して生まれ育っ

た地域で暮らしたい」「自閉症児・者の

支援者を育てたい」という願いをもって

当事者の保護者が会を立ち上げました。

　当事者や支援者を招いた学習会や、サ

ポートブックなど支援グッズの学習会、

発達障がいに関する上映会、海洋高校で

の魚釣りや、梨狩り・乗馬・宿泊体験、

年に数回の「親子・家族・支援者交流会」

を実施しています。

　昨今では、保護者・家族に寄り添える

ように、私たちから 3名の親が「ペアレ

ント・メンター」として登録し、支援を

始めています。

　今後も社会に対して、自閉症への大き

な啓蒙活動を展開し、何よりも子どもた

ちの就労の場、生活の場を実現していく

ために、私たちの活動を一人でも多くの

方に知っていただききたいと思っていま

す。

NPO法人
丹後の自閉症児を育てる会

発達障がいに特化した学習会・交流会・体験・
ペアレント・メンター活動

京都府京丹後市網野町浅茂川 1845-1

利 用 時 間
080-1414-2766

電話番号

E-mail 

丹後
AREA ADRESS

支援内容

https://www.facebook.com/NPOtangonojiheiU R L 

tenryuu@amber.plala.or.jp

　私たちは、京都府北部地域における養

護学校づくり運動や障がい者共同作業所

づくり運動の歴史と教訓を引き継ぎ、障

がいのある人、家族、関係者一人ひとり

のねがいや思いを大切に、次の課題実現

をめざします。

　①人間として生活していくために必要

な権利の保障をめざします。②誰もが安

心して暮らしやすい地域をめざします。

③一人ひとりの意見が大切にされ、社会

から信頼される民主的な経営をめざしま

す。④基本的人権が尊重される平和で豊

かな社会をめざします。

　法人は、設立の理念と「めざすもの」

に基づき、丹後障害保健福祉圏域内で主

に次の事業を実施しています。

　障がい者支援施設、就労移行支援事業

所、就労継続支援 A型事業 、就労継続

支援 B型事業所 、生活介護事業所、生

活訓練事業所、共同生活援助事業所、ヘ

ルパーステーション、相談支援事業所 、

発達障がい者支援センター 、障がい者

就業・生活支援センター他。

社会福祉法人 
よさのうみ福祉会

障がいのある方の就労への移行、就労の継続、
及び生活全般の支援・相談など

京都府与謝郡与謝野町字岩屋小字庄内 600-6

主に、月～金(8:30～17:00)　
第1,3,5土曜日(8:30～12:00)　
祝祭日,夏季・年末年始休業
期間除く

利 用 時 間
050-3532-0602

電話番号

E-mail 

丹後
AREA ADRESS

支援内容

http://yosanoumi-fukushikai.or.jp/U R L 

yf@yosanoumi-fukushikai.or.jp
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「あなたに就職していただく」
それが、京都ジョブパークの役割です。
京都ジョブパークは、ハローワークと緊密に連携し、相
談から就職、職場への定着まで、ワンストップで支援す
る総合就業支援拠点で、府民の皆さんの「働きたい！」
気持ちを全力で支援します。

京都ジョブパーク 北京都ジョブパーク
〒601-8047
京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館3階
tel：075-682-8915

〒620-0045　
福知山市駅前町400 市民交流プラザふくちやま4階
tel：0773-22-3815

京都ジョブパーク／北京都ジョブパーク

利用無料 誰でも利用OK

ジョブパークの魅力とメリット

キャリアカウンセラーは個人担当制

月間100回以上のスキルアップセミナー開催

3300者を超える京都企業とのネットワーク

多様なコーナー設置による一人ひとりの希望
に応じた支援

【就職サポートの流れ】

初回来所

就職後の
フォローアップ

カウンセリング

内定獲得！

就職セミナー
への参加

企業との
マッチング

ht tp: //www.pref.kyoto. jp/ jobpark /U R L

ハローワークとの連携によるワンストップ支援Point
1

専任カウンセラーによる1対1のサポート、そしてハローワークによる職業紹介まで一体的
な就職支援を実施。さらにハローワークの求職者登録、雇用保険、職業訓練など、様々な
手続きも可能です（これらの手続きは京都府内在住者であれば、地域を問いません）。

企業説明会による京都企業とのマッチングPoint
3

独自の魅力を持つ企業1社ごとに開催する「個別企業説明
会」や、職種別など2～3社で開催する「ミニ企業説明会」、
年代別に開催する「合同企業説明会」など、企業と出会え
る場を毎週設定。求職者と府内企業のマッチングを図る
きめ細やかな取り組みを推進しています。

女性向け専門コーナー「マザーズジョブカフェ」Point
4

働きたい女性の就業支援をはじめ、ひとり親家庭の自立
支援など一人ひとりに合ったアドバイスや情報提供を行っ
ています。また、就業の相談と同時に「ママさんコンシェル
ジュ」で保育所入所や一時保育の相談ができるので大変
便利。女性視点の手厚いサポートを展開しています。

京都ジョブパーク総合情報サイト「京都ジョブナビ」Point
5

京都の魅力ある企業の紹介や、府内で開催され
る就職支援のセミナーなど就職お役立ち情報
がぎっしり。スマホからも見ることができます。

「京都JPカレッジ」の人材育成研修Point
2

「京都JPカレッジ」では、仕事をする上で必要不可欠なコ
ミュニケーションカなどのヒューマンスキルを基礎から体
系的に学び、実践練習を通して就活力を高める人材育成
研修を実施しています。
※個人のニーズやレベルに応じたセミナー（2時間、2時間
半）を選んで受講できる「自由選択方式」を採用しています。
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法律に関する相談

相談窓口・専門機関のご案内
暮らしに役立つ相談窓口や専門機関を掲載しています。ご活用ください。

京都弁護士会 　
075-231-2378
平日9：00～12：00、13：00～17：00

・団体名称
・電話番号
・受付時間

暮らし・税金・法律・安全

京都司法書士会　
075-255-2566（※予約制）
平日9：00～17：00、土 9：00～12：00

法テラス京都　
0503383-5433（IP電話）（※対象者は下記の通りですが情報提供に関してはどなたでもご利用いただけます。）
平日 10：00 ～ 12：00、13：30 ～ 16：00（資力の乏しい方を対象とした無料法律相談・面談・予約制※刑事相談は対象外）

消費生活に関する相談
京都府消費生活安全センター　
075-671-0004（くらしの相談）075-671-0044（多重債務・ヤミ金融相談）075-671-0144（高齢者消費生活ホットライン)
平日9：00～12：00、13：00～16：00（くらしの相談）9：00～17：00（多重債務・ヤミ金融相談、高齢者消費生活ホットライン）

悪質商法の困りごと相談

府税に関する相談

住宅に関する相談

犯罪被害者等の支援に関する相談

京都府警察本部生活経済課（※京都府警察HPより転載）
075-451-9449（悪質商法 110 番）
365日24時間

京都府総務部税務課（府税事務所、自動車税管理事務所、広域振興局税務室、府税出張所）　
075-414-4427（お近くの府税事務所等でもご相談いただけます）
平日　8：30～17：00

京都府住宅供給公社　
075-432-2011（住宅相談所）
平日9：00～12：00、13：00～17：00（一般相談）

京都府府民生活部安心・安全まちづくり推進課　
075-414-5700（京都府犯罪被害者サポートチーム）
平日8：30～17：15

公益社団法人京都犯罪被害者支援センター　
0120-60-7830 　075-451-7830 （※相談無料、秘密厳守）
平日13：00～18：00

京都弁護士会 　
075-231-2378
平日　9：00～12：00、13：00～17：00

法テラス京都 　
0503383-5433（IP 電話）※弁護士との相談等詳細についてはお問い合わせください
平日9：00～17：00※電話による法律相談はできません

京都地方検察庁　
075-441-9103（被害者ホットライン）
平日 8：30～17：00

京都府警察本部 警務課 犯罪被害者支援室 （※京都府警察HPより転載）　
075-451-9111（被害者カウンセリング）
平日 9：00～17：45

女性が抱えるさまざまな悩みに関する相談

電車や駅構内での痴漢犯罪などの相談

少年の悩み事・非行に関する相談

いじめや不登校など総合的な電話教育相談

子どもに関わる様々な相談

京都府男女共同参画センター　らら京都　
075-692-3437 （女性相談・労働相談）
月・火10：00～19：00、木・金・土10：00～18：00

京都府警察本部鉄道警察隊 ( 鉄道施設内）（※京都府警察HPより転載）　
075-682-0913( レディース相談 )
365日24時間

京都府警察本部少年課少年サポートセンター（※京都府警察HPより転載）　
075-551-7500( ヤングテレホン )
365日24時間

京都府総合教育センター　
075-612-3268 または 3301、0773-43-0390（ふれあい・すこやかテレフォン）
365日24時間（ただし来所・巡回相談の受付は平日9：00～17：00）

京都府家庭支援総合センター（京都市、山城、中丹、丹後地域以外の方）　
075-531-9900
平日　8：30 ～ 22：00

宇治児童相談所　
0774-44-3340
平日　8：30 ～ 22：00　土日祝 13：15 ～ 22：00（虐待の緊急通報は 24 時間対応）

宇治児童相談所京田辺支所　
0774-68-5520
平日　8：30 ～ 22：00　（土日祝は宇治児童相談所で対応）

福知山児童相談所　
0773-22-3623
平日　8：30 ～ 22：00　土日祝 13：15 ～ 22：00（虐待の緊急通報は 24 時間対応）

南部家庭支援センター（宇治児童相談所）　
0774-43-9911（DV 相談専用）
平日　9：00～17：00

子ども・女性

京都府家庭支援総合センター　
075-531-9910
平日　9：00～20：00

北部家庭支援センター（福知山児童相談所）　
0773-22-9911（DV 相談専用）
平日　9：00～17：00

京都市児童福祉センター（管轄 : 南区、伏見区以外）　
075-801-2929
平日8：30～17：00

京都市第二児童福祉センター（管轄 : 南区、伏見区）　
075-612-2727
平日8：30～17：00
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高齢者に関する相談

認知症に関する相談

身体障害者・知的障害者に関する相談

障害児の教育に関する相談

自殺に関する相談

こころの健康に関する相談

ひきこもりに関する相談

京都府高齢者情報相談センター　
075-221-1165
平日　9：00～16：30

京都府認知症コールセンター　
0120-294-677
平日　10：00～15：00（8/13～8/16、12/27～1/5を除く)

京都府家庭支援総合センター　
075-531-9600　
平日　 8：30～17：15

京都府スーパーサポートセンター（SSC)　
0774-41-3703　
平日　 8：30～17：00

京都府自殺ストップセンター　
0570-783-797
平日　9：00～20：00

京都府精神保健福祉総合センター（京都市域以外）　
075-645-5155
平日　9：00～12：00、13：00～16：00

京都市こころの健康増進センター　
075-314-0874
平日　9：00～12：00、13：00～16：00

京都府家庭支援総合センター ( 初期型ひきこもりに関する訪問支援「チーム絆」）
075-531-5255
平日　9：00～16：00

高齢者・障がい者

健康

子ども虐待 SOS 専用電話（京都市内共通）　
075-801-1919
24時間365日

薬物乱用に関する相談

京都府健康福祉部薬務課　
075-414-4790
平日　8：30～12：00、13：00～17：15

京都府内福祉事務所一覧
北福祉事務所（管轄:北区）
075-432-1181 ㈹ 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00 

上京福祉事務所（管轄 : 上京区）
075-441-0111 ㈹ 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00

中京福祉事務所（管轄 : 中京区）
075-812-0061 ㈹ 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00

山科福祉事務所（管轄 : 山科区）
075-592-3050 ㈹ 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00

南福祉事務所（管轄 : 南区）
075-681-3111 ㈹ 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00

洛西福祉事務所（管轄:西京区内で「大枝」「大原野」「御陵（大枝山、北大枝山町、大枝山町、峰ケ堂）」と付く地域）
075-332-8111 ㈹ 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00

深草福祉事務所（管轄 : 伏見区内で住所に「深草」と付く地域）
075-642-3101 ㈹ 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00

左京福祉事務所（管轄 : 左京区）
075-702-1000 ㈹ 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00

東山福祉事務所（管轄 : 東山区）
075-561-1191 ㈹ 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00

下京福祉事務所（管轄 : 下京区）
075-371-7101 ㈹ 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00

右京福祉事務所（管轄 : 右京区）
075-861-1101 ㈹ 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00

西京福祉事務所（管轄 : 西京区のうち西京区役所洛西支所の所管地域以外の地域）
075-381-7121 ㈹ 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00

伏見福祉事務所（管轄 : 伏見区内のうち伏見区役所深草支所及び醍醐支所以外の地域）
075-611-1101 ㈹ 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00

醍醐福祉事務所（管轄 : 伏見区内で住所に「醍醐」「日野」「石田」「小栗栖」と付く地域）
075-571-0003 ㈹ 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00 
福知山市福祉事務所（管轄 : 福知山市）
0773-24-7012 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：15

舞鶴市福祉事務所（管轄 : 舞鶴市東地区）
0773-66-1010 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：15

舞鶴市役所西支所（管轄 : 舞鶴市西地区）
0773-77-2253 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：15

綾部市福祉事務所（管轄 : 綾部市）
0773-42-3280（内線 249．361） 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：15
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宮津市福祉事務所（管轄 : 宮津市）
0772-45-1623 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：15

城陽市福祉事務所（管轄 : 城陽市）
0774-52-1111（内線 252） 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：15

長岡京市福祉事務所（管轄 : 長岡京市）
075-951-2121（内線 410） 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：15

京田辺市福祉事務所（管轄 : 京田辺市）
0774-63-1122（内線 272 ～ 274） 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：15

南丹市福祉事務所（管轄 : 南丹市）
0771-68-0007 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：15

京都府乙訓保健所福祉室（管轄 : 大山崎町）
075-933-1154 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：15

宇治市健康福祉部（※H27.2.13 現在）（管轄 : 宇治市）
0774-22-3141 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：15

亀岡市福祉事務所（管轄 : 亀岡市）
0771-25-5030 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：15

向日市福祉事務所（管轄 : 向日市）
075-931-1111（内線 306） 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：15

八幡市福祉事務所（管轄 : 八幡市）
075-983-1111 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：15

京丹後市福祉事務所（管轄 : 京丹後市）
0772-69-0310 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：15

木津川市福祉事務所（管轄 : 木津川市）
0774-75-1211 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：15

京都府山城北保健所綴喜分室（管轄 : 井手町、宇治田原町）
0774-63-5747 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：15

京都府山城南保健所福祉室（管轄 : 笠置町、和束町、精華町、南山城村）
0774-72-0208 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：15

京都府山城北保健所福祉室（管轄 : 久御山町）
0774-21-2102 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：15

京都府南丹保健所福祉室（管轄 : 京丹波町）
0771-62-0363
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：15

京都府丹後保健所福祉室（管轄 : 伊根町、与謝野町）
0772-62-4302 
平日　8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：15

京都府内社会福祉協議会一覧

京都府社会福祉協議会
075-252-6291
平日　8：30～17：15

向日市社会福祉協議会（地域福祉係）
075-932-1961
平日　8：30 ～ 17：15

福知山市社会福祉協議会　
0773-25-3211
平日　8：30～17：15

綾部市社会福祉協議会　
0773-43-2881
平日　8：30～17：15

宮津市社会福祉協議会　
0772-22-2090
平日　9：00～17：15

城陽市社会福祉協議会　
0774-56-0909
平日　8：30 ～ 17：00

京都市社会福祉協議会
075-354-8731
平日　8：45～17：30

舞鶴市社会福祉協議会
0773-62-7044
月、水、金　10：00～15：00

宇治市社会福祉協議会
0774-22-5650
平日　9：00～17：00

亀岡市社会福祉協議会
0771-23-6711
平日　8：30～17：30

長岡京市社会福祉協議会 ( 総合生活支援センター )
075-963-5508
平日　8：30～17：30

京田辺市社会福祉協議会　
0774-62-2222
平日　8：30～17：00

八幡市社会福祉協議会
075-983-4450
平日　8：30～17：15

京丹後市社会福祉協議会
0772-65-2100
平日　8：30～17：15

南丹市社会福祉協議会
0771-72-3220
平日　8：30～17：15

木津川市社会福祉協議会
0774-71-9559
平日　8：30～17：15
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宇治田原町社会福祉協議会
0774-88-3294
平日　8：30～17：15

和束町社会福祉協議会　
0774-78-3312
平日　8：30～17：15

南山城村社会福祉協議会
0743-93-1201
平日　8：30～17：15

大山崎町社会福祉協議会　
075-957-4100
平日　8：30～17：15

伊根町社会福祉協議会　
0772-32-0176
平日　8：30～17：15

井手町社会福祉協議会　
0774-82-3901
平日　8：30 ～ 17：00

笠置町社会福祉協議会
0743-95-2750
平日　8：30～17：15

精華町社会福祉協議会
0774-94-4573
平日　8：30～17：15

京丹波町社会福祉協議会
0771-86-1440
平日　8：30～17：15

久御山町社会福祉協議会
075-631-0022
平日　8：30 ～ 17：15

与謝野町社会福祉協議会
0772-43-0294　
平日　8：30～17：15

京都府内若者サポートステーション
京都若者サポートステーション
075-213-0116 
平日 12:00 ～ 20:00　土日祝 10:00 ～ 18:00（水曜休）

宇治（京都南）若者サポートステーション　
0774-28-5223
10:00 ～ 19:00( 水・日休 )

若者サポートステーション豊岡　京丹後相談室　
0796-34-6333
13:00 ～ 16:00（月・水・金※要予約）

あやべ若者サポートステーション
0773-40-2227
平日 10:00 ～ 18:00　日曜 10:00 ～ 20:00（土曜休）

京都丹波若者サポートステーション
0771-29-3737
10:00 ～ 18:00（火・土・祝日休み）


