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京都市教育相談総合センター（こどもパトナ） 

カウンセリングセンター 
 
 
 

「教育相談」と「生徒指導」の部門を集約し，不登校の子どもたちの活動の場である「ふれあいの杜」を充実し一

体化した全国初の専門機関である「こどもパトナ」。そのカウンセリング部門であるカウンセリングセンターでは，

教育・心理専門のカウンセラーが直接お会いして相談をお受けします。 

 利用対象  京都市在住又は京都市立学校に通う小学生から高校生までの児童生徒及び保護者の方 

 利用方法 

あらかじめお電話でお申し込みください。お申し込み後，初回面接の日時をこちらからご連絡いたします。 

TEL (075)254-1108 

 利用時間 月～金曜日 午前１０時～午後９時  土曜日 午前９時～午後５時 

         (第２・第４水曜日，祝日，１２月２８日～１月４日は休館日です) 

 主な相談内容 

子どもの心のケアを要すると思われる気がかりな点，不登校・いじめや友人関係，性格や行動，学習や学校生

活のことなど 

 費用  無料 

 施設規模 相談室 １６室，プレイルーム ８室 など 

 その他 

カウンセリングは１回４５分です。秘密はかたく守りますので，安心してご相談ください。 

 問合せ先 

教育相談総合センター（こどもパトナ）カウンセリングセンター 

  （地下鉄「烏丸御池」 Ｋ０８ Ｔ１３下車 徒歩３分， 

市バス「烏丸御池」下車 徒歩３分） 

〒604-8184 京都市中京区姉小路通東洞院東入 

曇華院前町７０６-３ 

TEL (075)254-1108 

URL http://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/soshiki/29-7-0-0-0_1.html 
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京都市桃陽病院 
 

 

 

   京都市桃陽病院では，小児慢性疾患の子どもたちを幅広く受け入れ，集団生活の中で，入院している子ども

たちの心の成長を促し，隣接の桃陽総合支援学校で勉強しつつ療養ができます。不登校を伴う心身症は，まず

子どもの気持ちを大事にしつつ個々に対応しています。 

 

 利用対象 小学生及び中学生 

 利用方法 事前に電話で申し込みをしてください。TEL (075)641-8275 

 利用時間 午前９時３０分～午前１１時，午後１時３０分～午後４時 

         （土曜・日曜・祝日及び年末年始を除く。） 

 その他 

専門カウンセラーによるカウンセリングを行い，場合により家族療法もしています。月１回は，児童精神科医に

相談しつつ診療を進めています。 

 問合せ先 

京都市桃陽病院 

〒612-0833 京都市伏見区深草大亀谷岩山町４８番地の１ 

TEL (075)641-8275 

URL http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/soshiki/8-5-7-0-0_1.html 
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育
はぐくみ

支援センター 
 

 

 

 育
はぐくみ

支援センターは，全ての京都市立総合支援学校に開設している教育相談センターです。ＬＤ（学習障害），Ａ

ＤＨＤ（注意欠陥／多動性障害），高機能自閉症等を含めた障害のある子ども・保護者・小中学校等を対象に，総

合支援学校の専門性や障害に対応した施設・設備を活かして，一人一人に応じた教育について相談と支援を行

っています。 

 また，医療機関や福祉機関等とも連携し，ノーマライゼーション社会の実現を目指す地域の総合育成支援教育

に関する拠点として，幅広く事業を展開しています。  

 

 利用対象 京都市在住の子ども・保護者・小中学校等の教職員・地域にお住まいの方等 

 

 利用方法 事前に電話で申し込み（電話番号は下記の各総合支援学校） 

 

 利用時間 月～金曜日 午前９時３０分～午後４時３０分（祝休日を除く） 

 

 主な相談内容 

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等 

 

 費用  無料 

 

 その他 

北・東・西・呉竹総合支援学校の 育
はぐくみ

支援センターでは，ＬＤ等の子どもたちの支援として，精神科の医師，心理

学，教育学の専門家や教職経験豊かな巡回相談員などで構成する「学校サポートチーム」とも連携し，通学区

域の小・中学校等への支援を行っています。 
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 問合せ先 

 

住所 電話番号 
名称 

ＵＲＬ ＦＡＸ番号 

上京区堀川通寺之内上ル 2 丁目下天神町 650－1 (075)431-6636 
育

はぐくみ

支援センター 

「北」 http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/kita-y (075)414-1069 

左京区岡崎東福ノ川町 9－2 (075)771-5510 
育

はぐくみ

支援センター 

「白河」 http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/shirakawa-y (075)771-5169 

山科区大塚高岩 3 (075)594-6501 
育

はぐくみ

支援センター 

「東」 http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/higashi-y (075)594-4214 

右京区音戸山山ノ茶屋町 9-2 (075)461-3221 
育

はぐくみ

支援センター 

「鳴滝」 http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/narutaki-y (075)462-1934 

西京区大枝北沓掛町 1 丁目 21-21 (075)332-4275 
育

はぐくみ

支援センター 

「西」 http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/nishi-y (075)331-9573 

伏見区桃山福島太夫北町 52 (075)601-9104 
育

はぐくみ

支援センター 

「呉竹」 http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/kuretake-y (075)601-9037 

伏見区深草大亀谷岩山町 48-1 (075)641-2634 
育

はぐくみ

支援センター 

「桃陽」 http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/toyo-y (075)641-2648 
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京都市発達障害者支援センター 

「かがやき」 
 

 

 

 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・学習障害など）のある方とそのご

家族が安定して地域で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。 

 

 利用できる方 京都市にお住まいの発達障害のあるご本人とご家族及び関係機関等 

                  （18 歳未満のご相談は児童福祉センターへ） 

 利用方法 下記の問合せ先へ連絡してください。 

 利用時間 月曜日～金曜日（祝日及び年末年始を除く。） 午前８時３０分～午後５時 

ただし，相談受付時間は，午前９時から正午，午後１時から４時まで 

 主な相談内容 発達障害に関する様々な問題 

 費用  発達支援については，利用料負担有 

 問合せ先 

 

京都市発達障害者支援センター 

（市バス「堀川丸太町」下車すぐ，地下鉄「丸太町」 Ｋ０７下車 西へ徒歩約１０分， 

「二条城前」 Ｔ１４下車 北へ徒歩約１０分） 

〒602-8144 京都市上京区丸太町通黒門東入藁屋町５３６-１ 

TEL (075)841-0375 

FAX (075)841-0381 

URL http://www17.plala.or.jp/kyotokagayaki/ 
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京都市児童福祉センター 

児童相談所 
 

 

 

 児童相談所は，子どもの福祉に関するさまざまの問題について家庭その他からの相談に応じ，子どもが有する

課題又は子どもの真のニーズ，子どものおかれた環境の状況等を的確に捉え，個々の子どもや家庭に最も効果

的な援助を行い，子どもの福祉を図るとともに，その権利を保護することを主な目的としています。 

 不登校に関する支援としては,児童心理司及び児童福祉司による助言・指導のもとに，ひきこもり・不登校児童

の家庭にメンタル・フレンド(学生ボランティア)を派遣し，子どもとのふれあいを通じてその子どもの自主性，社会

性等の伸長を援助する「メンタル・フレンド訪問援助事業」を行っています。 

 

 利用対象 京都市内在住の０歳～１８歳未満の子ども 

 利用方法 直接来所するか又は電話・手紙で相談 

 利用時間 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。） 

 主な相談内容 養護相談･虐待相談・非行相談・不登校相談・子どもの発達相談など 

 費用  相談に関しては無料 

 施設規模 相談室８室  検査室５室  プレイルーム１室 

 問合せ先 

京都市児童相談所 

〒602-8155 京都市上京区竹屋町通千本東入主税町９１０－２５ 

（市バス「出世稲荷前」下車 徒歩３分，市バス「千本丸太町」下車 徒歩５分 

JR 嵯峨野線「二条駅」下車 徒歩 10 分，地下鉄東西線「二条駅」 Ｔ１５下車 徒歩 10 分） 

TEL (075)801-2929 

FAX (075)822-4175 

URL http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000023969.html 

 



 7

子ども支援センター 
 

 

 

 不登校問題だけでなく子どもと家庭の福祉に関する相談に対して，必要な相談援助，個別カウンセリング，プレ

イセラピーを実施しており，学校等関係機関とのケースカンファレンス等を実施する中で，問題解決に向けた取組

を行っています。 

 

 

 利用対象 京都市在住の０～１８才 

 

 利用方法 電話，手紙，来所 

 

 利用時間 午前１０時～午後４時３０分（土曜・日曜・祝日及び年末年始を除く。） 

 

 主な相談内容 

生活習慣，知能言語，学校生活，非行，家族関係，心身障害，虐待などの子どもに関する問題 

 

 費用  無料 

 

 施設規模 各センター 相談室 １室  プレイルーム １室 
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 問合せ先 

 

 名称 所在地 最寄停留所 開所日時 電話番号 

北子ども 

支援センター 

北区紫野東御所田町３３－１ 

北福祉事務所内 

市バス 

北大路新町 

月～金 

10:00～16:30 
(075)432-1286

上京子ども 

支援センター 

上京区今出川通室町西入る 

堀出シ町２８９ 

上京福祉事務所内 

市バス 

上京区総合庁舎前

月～金 

10:00～16:30 
(075)441-5109

左京子ども 

支援センター 

左京区吉田中阿達町１ 

左京福祉事務所内 

市バス 

京大正門前 

月～金 

10:00～16:30 
(075)771-4286

中京子ども 

支援センター 

中京区西堀川通御池下る 

西三坊堀川町５２１ 

中京福祉事務所内 

市バス 

堀川御池 

月～金 

10:00～16:30 
(075)812-2545

東山子ども 

支援センター 

東山区清水５丁目１３０－８ 

東山福祉事務所内 

市バス 

清水道 

月～金 

10:00～16:30 
(075)561-9349

山科子ども 

支援センター 

山科区椥辻池尻町１４－２ 

山科福祉事務所内 

市営地下鉄 

椥辻 Ｔ０５ 

月～金 

10:00～16:30 
(075)592-3259

下京子ども 

支援センター 

下京区西洞院通塩小路上る 

東塩小路町６０８－８ 

下京福祉事務所内 

市バス 

下京区総合庁舎内

月～金 

10:00～16:30 
(075)371-7219

南子ども 

支援センター 

南区西九条南田町１－３ 

南福祉事務所内 

市バス 

東寺南門前 

月～金 

10:00～16:30 
(075)681-3214

右京子ども 

支援センター 

右京区太秦下刑部町１２ 

右京福祉事務所内 

地下鉄 

太秦天神川 

月～金 

10:00～16:30 
(075)861-1437

西京子ども 

支援センター 

西京区上桂森下町２５－１ 

西京福祉事務所内 

市バス 

千代原口 

月～金 

10:00～16:30 
(075)381-7665

洛西子ども 

支援センター 

西京区大原野境谷町２丁目１－２

洛西福祉事務所内 

市バス 

境谷大橋 

月～金 

10:00～16:30 
(075)332-9186

伏見子ども 

支援センター 

伏見区鷹匠町３９－２ 

伏見区福祉事務所内 

市バス 

肥後町 

月～金 

10:00～16:30 
(075)611-2377

深草子ども 

支援センター 

伏見区深草向畑町９３－１ 

深草福祉事務所内 

京阪バス 

京都医療センター前

月～金 

10:00～16:30 
(075)642-3579

醍醐子ども 

支援センター 

伏見区醍醐大溝町２８ 

醍醐福祉事務所内 

地下鉄 

醍醐 

月～金 

10:00～16:30 
(075)571-6399
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北青少年活動センター 
 

 

 

 思春期から青年期まで幅広い年代へ向けて，自立やチャレンジをテーマにした様々なプログラムや情報を提供

します。 

事業テーマ＝若者の環境学習とまちづくり活動をサポートする。 

自然体験や街探検プログラム，環境情報資料コーナーなどを通して，自然や環境のことを考えてみるきっかけ

を提供しています。 

 

 利用対象 中学生から３０歳まで 

※ 青少年活動センターは，区民に限られた施設ではありません。 
施設内容や便利さ，興味のある事業等で選ぶことができ，どこでも       

お使いいただけます 

 利用方法 青少年活動センターへ直接お問い合わせください。 

 利用時間 

平日・土曜日 午前１０時～午後９時（水曜日，年末年始（１２/２９～１/３）は休所） 

日曜日・祝日 午前１０時～午後６時 

 主な相談内容 

活動内容・余暇の過ごし方，生き方や行動・性格，身体・心の健康，職業選択 など 

 費用  無料（市内在住・在学の１３歳以上２３歳未満の方） 

 施設規模  

ロビー，会議室，多目的ホール，和室，料理室，レッスンスタジオ，音楽スタジオ等 

 問合せ先 

北青少年活動センター 

（地下鉄烏丸線 「北大路」 Ｋ０４下車 徒歩約７分， 

市バス 「北大路新町」「北大路堀川」下車 徒歩約３分） 

〒603-8165 京都市北区紫野西御所田町５６番地  

北区総合庁舎西庁舎内 

TEL (075)451-6700 

FAX (075)451-6702 

URL http://www.ys-kyoto.org/kita 
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中京青少年活動センター 
 

 

 思春期から青年期まで幅広い年代へ向けて，自立やチャレンジをテーマにした様々なプログラムや情報を提供

します。 

事業テーマ＝指導者養成事業，青少年交流等を通して青少年への包括的な支援を実施しています。 

青少年がさまざまな場面で困難を抱えたとき，個別相談やグループでの活動に参加を促すなど，個別の課題

に合わせたサービスを提供し，解消に向けた支援を行います。 

 

 利用対象 中学生から３０歳まで 

※ 青少年活動センターは，区民に限られた施設ではありません。 
施設内容や便利さ，興味のある事業等で選ぶことができ，どこでも        

お使いいただけます 

 利用方法 青少年活動センターへ直接お問い合わせください。 

 利用時間 

平日・土曜日 午前１０時～午後９時（水曜日，年末年始（12/29～1/3）は休所） 

日曜日・祝日 午前１０時～午後６時 

 主な相談内容 

活動内容・余暇の過ごし方，生き方や行動・性格，身体・心の健康，職業選択 など 

 費用  無料（市内在住・在学の１３歳以上２３歳未満の方） 

 施設規模     ロビー，会議室，和室，レッスンスタジオ，トレーニングルーム，音楽スタジオ等 

 その他 

就労にむけた相談や職業体験等を実施している「京都若者サポートステーション」を併設（２階）。また，ニート・

ひきこもり・不登校等の課題を有する子ども・若者の社会参加や社会的自立に関する全般的な相談に対応する

「子ども・若者総合相談窓口」を開設しています。 

 問合せ先 

中京青少年活動センター 

（地下鉄「烏丸御池」 Ｋ０８ Ｔ１３下車 徒歩約５分， 

阪急電車「烏丸」下車 徒歩約５分） 

〒604-8147 京都市中京区東洞院通六角下る御射山町２６２番地 

TEL (075)231-0640 

FAX (075)231-1231 

URL http://www.ys-kyoto.org/nakagyo/ 
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東山青少年活動センター 
 

 

 

思春期から青年期まで幅広い年代へ向けて，自立やチャレンジをテーマにした様々なプログラムや情報を提供

します。 

事業テーマ＝若者の創造表現活動をサポートする。 

演劇やダンス，音楽など創造表現活動やモノづくりを中心とした青少年の自主的な活動をサポートしています。 

 

 利用対象   中学生から３０歳まで 

※ 青少年活動センターは，区民に限られた施設ではありません。 
施設内容や便利さ，興味のある事業等で選ぶことができ，どこでも        

お使いいただけます 

 利用方法   青少年活動センターへ直接お問い合わせください。 

 利用時間 

平日・土曜日 午前１０時～午後９時（水曜日，年末年始（１２/２９～１/３）は休所） 

日曜日・祝日 午前１０時～午後６時 

 主な相談内容 

活動内容・余暇の過ごし方，生き方や行動・性格，身体・心の健康，職業選択 など 

 費用  無料（市内在住・在学の１３歳以上２３歳未満の方） 

 施設規模 

ロビー，会議室，創造活動室，創造工作室，音楽スタジオ，レッスンスタジオ，和室等 

 問合せ先 

東山青少年活動センター 

（京阪電車「清水五条」下車 東へ徒歩約１５分， 

市バス「清水道」下車 徒歩約 1 分，市バス「祇園」下車 徒歩約１０分） 

〒605-0862 京都市東山区清水五丁目１３０番地の６  

東山区総合庁舎内 

TEL (075)541-0619 

FAX (075)541-0628 

URL http://www.ys-kyoto.org/higashiyama/ 

 
 清水
五
条 
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山科青少年活動センター 
 

 

 

思春期から青年期まで幅広い年代へ向けて，自立やチャレンジをテーマにした様々なプログラムや情報を提供

します。 

事業テーマ＝若者のまちづくり活動への参加機会作りを目指す。 

青少年が地域に関心と愛着を持ち，「若き市民」として地域活動に参画できるようサポートしています。 

 

 利用対象 中学生から３０歳まで 

※ 青少年活動センターは，区民に限られた施設ではありません。 
施設内容や便利さ，興味のある事業等で選ぶことができ，どこでも        

お使いいただけます 

 利用方法 青少年活動センターへ直接お問い合わせください。 

 利用時間 

平日・土曜日 午前１０時～午後９時（水曜日，年末年始（１２/２９～１/３）は休所） 

日曜日・祝日 午前１０時～午後６時 

 主な相談内容 

活動内容・余暇の過ごし方，生き方や行動・性格，身体・心の健康，職業選択 など 

 費用  無料（市内在住・在学の１３歳以上２３歳未満の方） 

 施設規模 ロビー，会議室，和室，料理室，スポーツルーム，ﾃﾆｽｺｰﾄ等 

 問合せ先 

山科青少年活動センター 

（JR･地下鉄･京阪電車「山科」 Ｔ０７下車 南へ徒歩約１０分， 

地下鉄「東野」 Ｔ０６下車 徒歩約１０分） 

〒607-8086 京都市山科区竹鼻四丁野町４２番地 

TEL (075)593-4911 

FAX (075)593-4916 

URL http://www.ys-kyoto.org/yamashina/ 
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下京青少年活動センター 
 

 

 

思春期から青年期まで幅広い年代へ向けて，自立やチャレンジをテーマにした様々なプログラムや情報を提供

します。 

事業テーマ＝スポーツ・レクリエーション活動を通した社会参加を目指す。 

青少年がスポーツ・レクリエーションによるボランティア活動を通じて社会参加を進める機会を提供しています。 

 利用対象 中学生から３０歳まで 

※ 青少年活動センターは，区民に限られた施設ではありません。 
施設内容や便利さ，興味のある事業等で選ぶことができ，どこでも        

お使いいただけます 

 利用方法 青少年活動センターへ直接お問い合わせください。 

 利用時間 

平日・土曜日 午前１０時～午後９時（水曜日，年末年始（１２/２９～１/３）は休所） 

日曜日・祝日 午前１０時～午後６時 

 主な相談内容 

活動内容・余暇の過ごし方，生き方や行動・性格，身体・心の健康，職業選択 など 

 費用  無料（市内在住・在学の１３歳以上２３歳未満の方） 

 施設規模 ロビー，会議室，和室，トレーニングルーム，スポーツルーム等 

 問合せ先 

下京青少年活動センター 

（市バス「七条千本」下車，「七条御前」下車） 

〒600-8871 京都市下京区西七条北東野町９０番地 

TEL (075)314-5636 

FAX (075)314-5640 

URL http://www.ys-kyoto.org/shimogyo/ 
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南青少年活動センター 
 

 

 

思春期から青年期まで幅広い年代へ向けて，自立やチャレンジをテーマにした様々なプログラムや情報を提供

します。 

事業テーマ＝若者の居場所づくりを支援する。 

のんびり，ゆったりするのもたまには大事。元気がでてきたら，自分のペースでやりたいことを探してみましょう。

ユースワーカーやボランティアスタッフがサポートします。 

 

 利用対象 中学生から３０歳まで 

※ 青少年活動センターは，区民に限られた施設ではありません。 
施設内容や便利さ，興味のある事業等で選ぶことができ，どこでも       

お使いいただけます 

 利用方法 青少年活動センターへ直接お問い合わせください。 

 利用時間 

平日・土曜日 午前１０時～午後９時（水曜日，年末年始（１２/２９～１/３）は休所） 

日曜日・祝日 午前１０時～午後６時 

 主な相談内容 

活動内容・余暇の過ごし方，生き方や行動・性格，身体・心の健康，職業選択 など 

 費用  無料（市内在住・在学の１３歳以上２３歳未満の方） 

 施設規模 ロビー，会議室，和室，料理室，スポーツルーム，テニスコート等 

 問合せ先 

京都市南青少年活動センター 

（近鉄電車「東寺」下車 徒歩約１５分，市バス「九条大宮」下車 徒歩約１０分） 

〒601-8441 京都市南区西九条南田町７２番地 

TEL (075)671-0356 

FAX (075)671-0356 

URL http://www.ys-kyoto.org/minami/ 
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伏見青少年活動センター 
 

 

 

思春期から青年期まで幅広い年代へ向けて，自立やチャレンジをテーマにした様々なプログラムや情報を提供

します。 

事業テーマ＝多文化共生の地域づくりを担う若者を育てる。 

「多文化共生の視点」を反映させた事業運営と「日常的な居場所機能の視点」をもった事業展開を目指します。 

 

 利用対象 中学生から３０歳まで 

※ 青少年活動センターは，区民に限られた施設ではありません。 
施設内容や便利さ，興味のある事業等で選ぶことができ，どこでも        

お使いいただけます 

 利用方法 青少年活動センターへ直接お問い合わせください。 

 利用時間 

平日・土曜日 午前１０時～午後９時（水曜日，年末年始（１２/２９～１/３）は休所） 

日曜日・祝日 午前１０時～午後６時 

 主な相談内容 

活動内容・余暇の過ごし方，生き方や行動・性格，身体・心の健康，職業選択 など 

 費用  無料（市内在住・在学の１３歳以上２３歳未満の方） 

 施設規模 ロビー，会議室，和室，料理室，スポーツルーム等 

 問合せ先 

伏見青少年活動センター 

（京阪電車・近鉄電車「丹波橋」下車 西口から徒歩約７分）  

〒612-8065 京都市伏見区鷹匠町 39－2 伏見区総合庁舎内 

TEL (075)611-4910 

FAX (075)604-4910 

URL http://www.ys-kyoto.org/fushimi/ 
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親と子のこころの電話 
 

 

 

子どもたちの健全育成を願い，悩みを抱えながら身近に相談できる相手がいない「親」や「子」が気軽に相談で

きることを目的として開設しています。 

 

 利用対象 問いません 

 

 利用方法 電話による相談 TEL (075)801-1177 

 

 利用時間      午前１０時～午後４時３０分    

※ 火曜日（祝日の場合は翌日も），日曜日，祝日及び年末年始は休み 

 

 主な相談内容 

成人・・・育児，しつけ，子どもの教育や性格，子育てや親子関係についての悩みなど                        

子ども・・友達，勉強，進路，身体，その他他人に言えない悩みなど 

 

 費用  無料 

 

 問合せ先  

京都市教育委員会生涯学習部生涯学習推進担当 

〒604-8064 京都市中京区富小路通六角下ル（元生祥小学校内） 

TEL (075)251-0445 

FAX (075)251-0449 
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  温もりの電話 
 

 

 

｢となりのおばちゃん復活！｣をキャッチフレーズに，温もりのある地域社会づくりを目指して開設された電話相談

事業です。 

 生活の知恵から，子育ての悩み，対人関係の悩み，ちょっと話を聴いてほしいときの相談相手など，ジャンルを

問わず，誰でも，どんなことでも気軽に話せる電話相談です。 

 

 利用対象 問いません 

 

 利用方法 電話による相談 TEL (075)212-0300 

 

 利用時間 

月曜日～金曜日(祝日・8 月中旬・年末年始を除く) 午前 10 時～午後 3 時 

 

 主な相談内容 

ジャンルを特定せずあらゆる相談を受け付けています。(暮らしの知恵，子育て，対人関係，心身の健康など) 

 

 費用  無料 

 

 問合せ先 

京都市教育委員会生涯学習部生涯学習推進担当 

〒604-8064 京都市中京区富小路通六角下ル（元生祥小学校内） 

TEL (075)251-0445 

FAX (075)251-0449 
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京都市こころの健康増進センター 
 

 

 

精神保健福祉相談として，こころの健康相談，精神医療にかかる相談，社会復帰相談をはじめとして精神保健

福祉全般の相談や，精神に障害のある方への社会参加支援のための業務を行っています。 

 

 利用対象 京都市内在住者を原則とします。（概ね１５歳以上） 

 利用方法     「こころの相談電話」で受付 

TEL （075）314-0874 

 利用時間 

センター開所時間：午前８時３０分から午後５時 

（土曜・日曜・祝日及び年末年始を除く） 

「こころの相談電話」受付時間：午前９時から正午，午後１時から 

午後４時（土曜・日曜・祝日及び年末年始を除く） 

 主な相談内容 

不登校，摂食障害，家庭内暴力，薬物乱用，ひきこもりなどの思春期・青年期の問題を始めとして，精神科診

療に係る問題や，こころの健康に関する相談全般 

 費用  相談は無料，診察は医療保険の自己負担額が必要 

 施設規模 相談室 ３室  診察室，研修室 他 

 その他  面接相談，診察は予約制となっております。 

 問合せ先 

京都市こころの健康増進センター（相談援助課） 

（市バス「西大路松原」下車 徒歩約３分， 

「市立病院前」下車 徒歩約４分，「四条御前」下車 徒歩約 10 分 

阪急電車「西院」下車 徒歩約 10 分， 

京福電車嵐山線「西院」下車 徒歩約 10 分， 

ＪＲ「丹波口」 下車徒歩約 15 分）  

〒604-8845 京都市中京区壬生東高田町 1-15 

TEL (075)314-0355 

FAX (075)314-0504 

URL  http://www.city.kyoto.jp/hokenfukushi/kokenzou/ 
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子どもの人権１１０番 
 

 

 

専用電話相談所開設により，常に子どもの人権に関する情報の収集に努めるとともに，学校・PTA 等との連携

を深め，子どもが発する信号をいち早くつかみ，その解決に努めています。 

 

 利用対象 問いません 

 

 利用方法 電話と面接による相談 TEL(0120)007-110 

 

 利用時間 

午前８時３０分～午後５時１５分（土曜・日曜・祝日及び年末年始を除く）  

 

 主な相談内容 

いじめ，体罰，不登校，児童虐待など子どもの人権全般 

 

 費用  無料 

 

 施設規模 相談室２室 

 

 問合せ先 

京都地方法務局 人権擁護課 

〒602-8577 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町 197 番地 

TEL  (075)231-0131 

URL  http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/frame.html 
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子どもの権利１１０番 
 

 

 

子どもに関わる問題についての電話または面談による相談。京都弁護士会子どもの権利委員会委員が相談

に応じます。子どもの立場に立った解決をめざしています。 

 

 利用対象 子どもに関わる問題をお持ちの方なら誰でも 

 

 利用方法 

電話による相談は予約不要です。 

面談による相談は、前日までに予約が必要です。 

 

 利用時間 毎週金曜日（祝日を除く） 午後３時～午後４時３０分 

 

 主な相談内容 子どもに関するどんな相談でも受け付けています。 

 

 費用  無料 

 

 施設規模 相談室１室 

 

 問合せ先 

京都弁護士会 子どもの権利委員会 

〒604-0971 京都市中京区富小路通丸太町下る 

TEL (075)231-2378 

URL http://www.kyotoben.or.jp/ 
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京都府警察本部少年課 

少年サポートセンター 
 

 

臨床心理士等の資格を持った専任の職員が、少年についての各種相談を電話（ヤングテレホン）・面接・メール

にて受けています。不登校についての専門的支援は行っておりませんが、ご相談はお受けできます。 

 利用対象 ２０歳未満の方とその保護者，またはこれに代わる方 

 利用方法 

・ ヤングテレホン TEL (075)551-7500 随時 

・ 面接相談    ヤングテレホンに連絡して下さい。 

・ メール相談   パソコンから   http://www.pref.kyoto.jp/fukei/sodan/shounen_s/yangu/index.html 

            携帯電話から  http://www.kyotofukei-syonen.jp/i 

 利用時間 

・ ヤングテレホン ２４時間無休 

・ 面接相談 午前９時～午後５時４５分（土曜・日曜・祝日及び年末年始を除く。） 

・ メール相談 ２４時間受付（ただし，回答には数日要します。） 

 主な相談内容 

少年に関する薬物乱用等の非行問題，その他児童虐待，しつけ等の各種相談 

 費用  無料 

 施設規模 相談室２室，プレイルーム１室 

 その他 

少年相談と関連のないものやいたずらと思われる相談はお受けできません。また，事件・事故等の場合は 

１１０番をご利用下さい。 

 問合せ先 

京都府警察本部少年課少年サポートセンター 

（市バス「五条坂」下車，京阪「清水五条」下車） 

〒605-0862 京都市東山区清水四丁目 185 番地 1 

TEL (075)551-7500 
少年サポ

少年サポート 
センター 



 

 

 

 

大 学 心 理 相 談 室 
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京都大学大学院 心理教育相談室 
 

 

 

社会に開かれた相談室として，さまざまなこころの悩み・症状を持つ方々のお力になりたいと思っています。カ

ウンセリングやプレイセラピー（遊戯療法）を行い，一緒にそれぞれの問題を乗り越えていく道を探ります。ご相談

の秘密は守ります。 

 利用対象 子どもから大人の方まで，広くご相談をお受けしています。 

 利用方法 電話で申し込み ＴＥＬ (075)753-3056 

 利用時間 電話受付時間 月～金曜日 午前１０時～午後５時 

 主な相談内容 

不登校をはじめとして，家族に関する相談，自分自身に関する相談など，広く乳幼児期の問題から老年期の問

題にわたってご相談をお受けしています。 

 費用  初回面接 ３，６１０円，２回目以降 ２，９７０円 

（親子並行面接は割引料金があります。） 

 施設規模 相談室 １１室，プレイルーム ３室 

 問合せ先 

京都大学大学院教育学研究科 

付属臨床教育実践研究センター「心理教育相談室」 

 （京阪電車「出町柳」下車 徒歩１５分， 

市バス「百万遍」下車 徒歩１分） 

〒606-8501 京都市左京区吉田本町 

  TEL (075)753-3056 

  URL http://www.educ.kyoto-u.ac.jp/soudan.htm 
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京都教育大学 心理教育相談室 
 

 

 

教育臨床心理実践センター内に，心理教育相談室を開設しています。個人，家族，学校などの悩みや困った問

題について心理的援助を行っています。お気軽にご相談ください。 

 利用対象  

悩みや困った問題を抱えておられる，ご本人，ご家族，学校関係者など 

 利用方法 

相談は予約制となっておりますので，あらかじめ電話でお申込みください。電話受付時間は，月曜日～金曜日 

午前１０時～午後４時です（ただし，祝祭日，お盆，年末・年始は受付を行いません。） 

 利用時間 

相談時間帯は，平日午前９時半～午後７時頃です。（面接の日時は 

相談の上決定します。土日が可能な場合もあります。） 

 主な相談内容 

不登校，いじめ，子育てについて，親子関係，子供の発達のこと， 

自分の性格や行動のこと，児童生徒への理解や対応について， 

対人関係，仕事のことなど。 

 費用      １回１,５００円（親子並行面接は２,０００円）  

（医療保険は適用できません。本学附属学校園の幼児・児童・生徒についての相談は無料です） 

 施設規模   相談室５室，プレイルーム２室 

 その他 

相談の内容については，秘密を厳守いたします。本相談室は，大学院生の実習機関を兼ねており，大学教員

や臨床心理士の指導のもと，大学院生や研究員が中心となって相談活動にあたっています。 

 問合せ先 

京都教育大学心理教育相談室 

（ＪＲ「ＪＲ藤森」下車 徒歩 7 分，京阪電車「墨染」下車 徒歩 10 分， 

市バス「京都教育大学前」下車 徒歩 1 分） 

〒612-8522 京都市伏見区深草藤森１番地  

京都教育大学 

教育臨床心理実践センター 心理教育相談室 

TEL (075)644-8824 

URL http://cert.kyokyo-u.ac.jp/psy/index.html 
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京都光華女子大学 

カウンセリングセンター 
 

 

 

こころの悩みは，良き理解者と話し合い，自分をみつめてゆくことを通じて乗り越えることができるようになります。

心が苦しい時，弱っている時，不安でたまらない気持ちをお話しください。わたしたちは，臨床心理学の立場から

あなたの悩みを受けとめ，あなたとともに歩んでゆきたいと考えています。当センターは，臨床心理士の資格を持

った教員を中心とするスタッフにより運営されています。また，当センターは，大学院生（臨床心理コース）の訓練

機関も兼ねており，教員の指導のもとに，主として専任カウンセラー，大学院生が，心理相談を担当いたします。 

 

 利用対象 ご相談希望の方は，まずは電話でご予約ください。 

 利用方法  

初めての方は，必ず電話でご予約ください。（完全予約制） 

 利用時間  

電話受付時間 月～土 午前 10 時～午後５時（祝祭日除く） 

相談開室時間 月～金 午前１０時～午後７時 

             土 午前１０時～午後５時 

 主な相談内容 

子どもの発達や教育，子育ての悩み，家族についての悩み，対人 

関係や性格上の悩み，職場の悩み，人生・生き方に関する悩み等  

様々なこころの悩み，心理的問題についてご相談に応じます。 

 費用  初回面接３，０００円，継続面接２，０００円，親子並行面接３，０００円 

  （面接時間は１回５０分です） 

 施設規模 相談室３室，プレイルーム１室 

 問合せ先 

京都光華女子大学カウンセリングセンター 

（市バス・京都バス・京都交通バス「光華女子学園前」下車すぐ， 

阪急電車「西京極」下車 徒歩５分）  

〒615-0882 京都市右京区西京極葛野町３８ 

京都光華女子大学内 

TEL (075)325-5281 

URL http://www.koka.ac.jp/facilities/counseling.html 
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京都文教大学 心理臨床センター 
 

 

 

人生には，ゆっくりと自分のこころを見つめ，自分の気持ちを味わってみる，そういうひとときが大切です。私た

ちは，心理臨床の立場から，専門的に支援します。当センターは，年齢や性別に関わりなく，さまざまなこころの

悩みや心理的問題についてご相談に応じます。 

 

 利用対象 制限なし 

 利用方法 電話予約 月～金曜日 午前１０時～正午，午後１時～５時 

 利用時間 月～金曜日 午前１０時～午後８時，土曜日 午前１０時～午後５時 

 主な相談内容 

子どもに関する相談，対人関係，心身の悩み，人生・生き方に関する相談など。 

 費用  初回面接５，２５０円（税込），継続面接３，１５０円，並行面接５，２５０円 

 施設規模 相談室１１室，プレイルーム４室 

 問合せ先 

京都文教大学 心理臨床センター 

（近鉄京都線「向島」駅で下車 本学スクールバスで，約５分） 

〒611-0041 宇治市槇島町千足８０ 

TEL (0774)25-2518 

FAX (0774)25-2844 

URL http://www.kbu.ac.jp/kbu/center/index.htm 
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京都ノートルダム女子大学 

心理臨床センター 
 

 

 

不登校やひきこもり，学校，職場，家庭での人間関係の悩み，子育てへの不安などの問題を改善し，こころの

健康を増進させるために，専門のスタッフが様々なプログラムでサポートします。 

 

 

 利用対象 乳幼児から大人まで 

 利用方法 電話予約 

 利用時間 月・金    午前９時～午後５時３０分 

                  火・水・木  午前９時３０分～午後７時 

 

          ※ 申込受付時間は月～金 午前１０時～午後５時 

（土日祝・大学の休日は閉室） 

 主な相談内容 

不登校，対人関係，親子関係，引きこもり，神経症，発達障害など 

 費用   

初回面接３，０００円，個人カウンセリング２，０００円（５０分）， 

親子並行面接３，０００円（５０分） 

 施設規模 面接室４室，プレイルーム２室，集団療法室１室，発達検査室１室 

 問合せ先 

京都ノートルダム女子大学 心理臨床センター 

（市バス「野々神町」下車すぐ，または「北園町」下車 

徒歩５分，地下鉄「北山」Ｋ０３下車 １番出口より東へ徒歩７分） 

〒606-0847 京都市左京区下鴨南野々神町１番地 

TEL (075)706-3722 （直通） 

FAX (075)706-3725 

URL http://www.notredame.ac.jp/psc/index.html 
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立命館大学 

心理・教育相談センター 
 

 

 

幼児の発達に関する相談，不登校など学童期の問題や思春期・青年期から成人の対人関係，家族，職業の問

題についての相談に応じています。また，個別のカウンセリングだけでなく，同じような悩みを持つグループ・カウ

ンセリングも行っています。 

 

 利用対象 幼児～成人 

 利用方法 電話で申し込み（完全予約制） 

 利用時間  

月～金曜日 午後１時～午後７時 

（祝日・大学の休日は閉室） 

ただし，予約時間は 

午前９時 30 分～11 時，午後１時 30 分～５時 

 主な相談内容 

発達・養育相談，家族問題，就学・進学問題，うつ状態など 

グループワーク（対人関係を築くための SST プログラム（ここ・からクラス）・自己表現（アサーショントレーニン

グ）のグループ・うつ当事者グループ） 

 費用  初回 ５，０００円    継続３，０００円 (５０分あたり) 

 施設規模 相談室４，プレイルーム１，集団療法室１ 

 その他  医療機関からの紹介で併行して相談にも対応します 

 問合せ先 

立命館大学 心理・教育相談センター 

（市バス「立命館大学前」下車すぐ，「衣笠校前」下車 

徒歩１０分，京福電車「等持院」下車 徒歩１０分） 

〒603-8577 京都市北区等持院北町５６－１ 志学館１階 

TEL (075)466-3430 

FAX (075)466-3499 

   URL http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsshs/sinri/top.html 
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佛教大学 臨床心理学研究センター 

「心理クリニック」 
 

 

 

現代に生きるわたしたちは，さまざまな悩みを抱えています。また，日々の生活では，自分自身のあり方をゆっ

くり振り返ることは難しいものです。現在の佛教大学臨床心理学研究センター「心理クリニック」では，このような心

の問題でお悩みの方のため，1969 年より臨床心理の専門スタッフが相談活動を行ってまいりました。現在，10 名

前後の臨床心理士が対応いたしております。 

 

 利用対象  

幼児から高齢者までの方 

 利用方法  

電話予約制  ＴＥＬ （075）231-7856 

 利用時間  

月～土曜日 午前１０時～午後５時 

 主な相談内容 

「対人関係がうまくいかない。」「自分自身を見つめたい。」といったご自身のこと，また，家族内の人間関係や

子どものことなどの相談をお受けします。 

 費用  有料（個人 ４，０００円，親子・合同 ６，０００円，初回はそれぞれプラス１，０００円） 

 施設規模 相談室５室，プレイルーム２室 

 問合せ先 

佛教大学 臨床心理学研究センター「心理クリニック」 

（地下鉄「四条」K09 又は阪急電車「烏丸」から地下連絡通路  

21 番出口で地下エレベータに直結，市バス「四条烏丸」下車すぐ） 

〒600-8008 京都市下京区四条通烏丸東入京都三井ビル４階 

TEL (075)231-7856 

FAX (075)231-1225 

URL http://www.bukkyo-u.ac.jp/bu/guide/inst/clinic/clinic/index.html 
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佛教大学 臨床心理学研究センター 

「臨床心理相談室」 
 

 

 

佛教大学本学内にあります「臨床心理相談室」は、子どもの健やかな成長と子育て・保育・教育に関わる方々

をサポートするため、地域に開かれた活動を行っています。発達検査、親子グループ、幼稚園・学校への訪問相

談、子育て講座なども企画しています。相談スタッフは、臨床心理士の資格をもつ大学教員、相談員のほか、専

門的な訓練を受けた大学院生が教員の指導のもとに相談を担当しています。 

 

 利用対象 幼児から高齢者までの方 

 

 利用方法 電話予約制  ＴＥＬ (075)493-9094 

 

 利用時間 月～土曜日 午前１０時～午後５時まで 

 

 主な相談内容 

子育てに悩んでおられるお母さん、学校にとまどいを覚える子どもたち、自分の生き方について考えたい方々

の相談をお受けいたします。 

 

 費用  個人 １，５００円   親子合同２，０００円 

                        ※ 初回はそれぞれ一人あたりプラス５００円 

 

 施設規模 相談室 ６室，プレイルーム ３室 

 

 問合せ先 

佛教大学臨床心理学研究センター「臨床心理相談室」 

（市バス「佛教大学」下車すぐ，「千本北大路」下車 

北へ徒歩３分） 

〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町 96 

TEL  (075)493-9094 

FAX  (075)493-9099 

   URL http://www.bukkyo-u.ac.jp/bu/guide/inst/clinic/soudan/index.html 
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京都学園大学桂センター 

心理教育相談室 
 

 

 

本学所在地は亀岡市ですが，利用者の交通の利便性を考え，平成１３年阪急桂駅西口前に当相談室を開設，

地域社会への貢献を目指しています。あらゆる年齢層のさまざまな心理的問題に対して，臨床心理士および臨床

心理学コースの大学院生が，カウンセリングやプレイセラピーを行います。 

 

 利用対象 制限なし 

 

 利用方法 電話で申込（完全予約制） 

 

 利用時間 毎週，月～土曜の午前１０時～午後６時 

 

 

 主な相談内容 子どもさんの不登校・ひきこもり・不適応などの他， 

心理的な要因が関係すると思われる心身の不調や人間関係・生き方についてなど， 

年齢・性別に関わらず幅広くご相談を受け付けます 

 

 費用         １人１回（５０分）３，０００円 親子並行面接は４，０００円 

 

 施設規模        面接室（カウンセリング用）３室，プレイルーム２室，臨床心理士常駐 

 

 問合せ先   

京都学園大学 桂センター 心理教育相談室 

（阪急電車「桂」下車すぐ） 

〒615-8191 京都市西京区川島有栖川町５０番地２ 

明治安田生命桂ビル３F 

TEL  (075)383-6080 

FAX  (075)383-6071 

URL  http://www.kyotogakuen.ac.jp/facilities/psychoeducation-clinic/index.html 
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京都女子大学大学院 

「こころの相談室」 
 

 

子どもの成長や発達の過程で，時に気がかりなこと，困ったことが生じたとき，子どもたちが自分らしさを生かし

ながらのびのびと育っていけるようにお手伝いいたします。また，女性がライフサイクルの中で出会う，職場での

人間関係や子育ての悩み，家族関係などの様々な問題について，共に考え，乗り越え，より豊かに生きていくた

めの道のりをサポートします。子どもさんのすこやかな育ちと，女性のオアシスを目指して，こころの専門家がサ

ポートする機関です。 

 利用対象   相談希望の方，またそのご家族など（性別，年齢，住所など制限はありません） 

 利用方法 電話によるお申込み ＴＥＬ （075）531-9148 

 利用時間 申込受付時間  月～金  午前１０時～午後５時 

相談時間     月～土  午前１０時～午後６時 

 主な相談内容 

子どもの成長や発達，親子関係の気がかりな点など子育て支援を必要とする 

悩み，女性ゆえにもつこころの悩みなど 

 費用  初回３，０００円， 

２回目以降２，０００円（個人） 

２，０００円 

（中学生以下の子どもを含む親子） 

 施設規模 面接室６室 プレイルーム３室 

                  （現在，仮移転中のため面接室３室） 

 その他  子育て教室「ほっこりん」も行っております 

 問合せ先 

京都女子大学大学院「こころの相談室」 

（市バス「東山七条」下車 徒歩５分，プリンセスラインバス 

「京都女子大学前」下車すぐ，京阪電車「七条」下車 徒歩１５分） 

〒605-8501 京都市東山区今熊野北日吉町３５ 

TEL (075)531-9148 

FAX (075)531-9147 

URL http://www.kyoto-wu.ac.jp/daigaku/kyoiku/kokoro.html 



 32

龍谷大学 臨床心理相談室 

「大人と子どものこころのクリニック」 
 

 

平成１６年より開室しました，龍谷大学大学院臨床心理相談室「大人と子どものこころのクリニック」は，京都駅

より徒歩１５分弱もしくは市バス２０６系統で３分，七条大宮交差点の北東角にあります。京都市内はもちろん，府

内外や国外の方からもご利用いただいております。クリニックでは，本学教授５名を含む９名のカウンセラー（全て

臨床心理士）が担当いたします。なお，本学大学院生の実習機関を兼ねていますので，スタッフの指導のもとに，

大学院生が副担当などになる場合がございます。ご協力をお願いいたします。 

 利用対象 子どもから大人まで幅広くお受けいたします。 

 利用方法  

下記問合せ先へ相談申込みのお電話をください（完全予約制） 

 利用時間 月～金曜日 午前９時～午後５時まで 

                    ※ 曜日によっては午後６時相談開始も可能 

 主な相談内容 

子どもの発達援助，不登校，神経症状等に関する相談，こころの健康に 

関する相談等，幅広くお受けいたします。またご相談内容により，より適 

した専門機関をご紹介する場合がございます。 

 費用  初回５，０００円，２回目以降大人３，０００円，子供２，０００円を基本 

 施設規模 相談室３室，プレイルーム２室，受付，事務室，カンファレンスルーム 

 その他  ・クリニックに関するお問い合わせ等，お気軽にお電話ください 

・お子さんのご相談について，ご家族の了承のもと，スタッフが園・学校にお伺いし，

連携を図ることもできます。 

 問合せ先 

龍谷大学大学院臨床心理相談室「大人と子どものこころのクリニック」 

（市バス「七条大宮」下車 徒歩３分，ＪＲ「京都駅」下車  

徒歩１２分，阪急電車「大宮」下車 徒歩２０分， 

京阪電車「七条」下車 徒歩２０分） 

〒600-8268 京都市下京区七条通大宮東入大工町１２５－１ 

TEL (075)343-3344 

FAX (075)343-3065 
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花園大学 

心理カウンセリングセンター 
 

 

 

年齢や性別に関係なく，様々な心の悩みや心理的問題についてのご相談に応じます。一人で悩むよりも多くの

ケースを知り，対応を重ねている専門家に相談しませんか。当センターは臨床心理士の資格を持った教員を中心

とするスタッフにより運営されています。相談は臨床心理士が承ります。また，当センターは大学院生の教育訓練

及び研究機関を兼ねておりますので，教員の指導のもとに，大学院研究生が担当させていただく場合があります

（相談される方のご承諾を得られた場合に限ります） 

 

 利用対象 子どもから大人まで 

 利用方法 完全予約制です。 お電話でお申込みください 

 利用時間 月～土曜日 午前９時３０分～午後５時まで 

 主な相談内容  子どもに関する相談，家族に関する相談， 

対人関係について，人生・生き方に関する相談，職場に関する相談など 

 費用  個人面接  初回２，５００円， ２回目以降２，０００円 

                  親子並行  初回３，０００円， ２回目以降２，５００円 

                  親子合同  初回２，５００円， ２回目以降２，０００円 

                  （ただし，京都市立小・中・総合支援学校（小学部・中学部）の，児童・生徒・保護者・

教職員の方のご利用は１，０００円の割引料金） 詳細は当センターまでお問い合わ

せしてください。 

 施設規模 相談室５室，プレイルーム２室，和室１室 

 問合せ先   

  花園大学 心理カウンセリングセンター 

   （市バス「太子道」下車 徒歩５分， 

京都バス「西ノ京馬代町（花園学園前）」下車 徒歩２分，  

JR「円町」下車徒歩８分） 

TEL (075)277-0033 

FAX (075)277-0100 

URL http://www.hanazono.ac.jp/mental 



 

 

 

 

子どもたちの学びと育ちの場 

電話相談など 
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京都市教育支援センター（適応指導教室） 

ふれあいの杜 
 
 

ふれあいの杜は，学校生活や家庭生活などで不安や緊張感が高く，登校したくてもできなかったり，人間関係

が原因で不登校が長期化した子どもたちの学びと活動の場です。京都市内に５つの学習室を設置し，運営してい

ます。子どもたちは本来校に在籍しながら通級し，小集団での体験活動や，学習活動等を通じて新たな人間関係

を築くなかで，他者との信頼関係や自らの存在意義を感じ，新たな生活への意欲を高めていきます。 

これにより入級後一定期間を目標とした学校復帰や社会への適応を支援します。 

 利用対象 

京都市立小学校４年から中学校３年までの児童・生徒（西大路御池及び伏見学習室は，中学生のみ） 

 入級方法 

ふれあいの杜への入級は，まず在籍する学校と相談のうえ，在籍校を通じて「不登校相談支援センター」への

相談申請手続きが必要になります。支援センターで相談活動を進める中で，一人一人の状況に応じた最も望

ましい支援方法について考えていきますので，必ずしも希望の学習室に通級できるとは限りません。 

 活動場所・活動時間等  

学習室名 設置場所 活動時間・活動内容 

北 
北区鷹峯旧土居町４－２ 

（楽只コミュニティセンター別館３階） 
１０時～１５時  教科学習，創作・栽培等体験活動 

西大路御池 
中京区西ノ京東中合町４８ 

（京一商西京同窓会館２階） 
１０時～１２時，１３時～１５時の二部制  教科学習中心の活動

四条大宮 
下京区大宮通綾小路下る綾大宮町５１

－２（京都市立洛友中学校３階） 
１０時～１５時  教科学習，スポーツ・創作等体験活動 

伏 見 
伏見区深草加賀屋敷町６－２ 

（改進コミュニティセンター別館２階） 
１０時～１２時，１３時～１５時の二部制  教科学習中心の活動

こどもパトナ 
中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町

７０６－３（こどもパトナ４階） 

１０時～１５時のうち１～５時間程度 教科学習，小集団での人

間関係づくり 

※ いずれの学習室も活動曜日は，月・火・木・金（週４日） 

 問い合わせ先 

① 不登校相談支援センター        ０７５－２５４－８１２５ 
 
② 京都市教育委員会 生徒指導課   ０７５－２１３－５６２２ 
 
（①②の所在地） 

〒604-8184 京都市中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町７０６-３ 

        教育相談総合センター（こどもパトナ）内 

※ 地下鉄「烏丸御池」 Ｋ０８ Ｔ１３下車 徒歩３分， 

市バス「烏丸御池」下車 徒歩３分 

URL  http://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000001772.html 
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京都市立洛風中学校 
 

 

 

京都市立洛風中学校は，不登校の生徒一人一人がより学習しやすい条件を整えた中学校です。「仲間とともに

納得して学びなおす」，「心を開いて遊び，語り合う」，「自信を取り戻す」学習の実践を行っています。 

転入学の手続き等については，その年度の学校案内・転入学者募集要項を参照してください。 

 

問合せ先 

京都市立洛風中学校 

  （地下鉄「烏丸御池」 K０８ T１３下車 徒歩 3 分，市バス「烏丸御池」下車 徒歩 3 分） 

  〒604-8184 京都市中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町 706－3 

    TEL (075)213-2222 

    FAX (075)257-3350 

    URL http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=201704 

 

 

 

 

 

 

京都市立洛友中学校 
 

 

 

京都市立洛友中学校は，不登校を経験した昼間部の生徒と，様々な事情により義務教育を修了できなかった

方への教育保障を行う夜間部（二部学級）の生徒が，世代や国籍を超えて，ふれあい，学びあうことにより，学校

の楽しさや学ぶことの喜びを実感できる学校づくりを進めています。 

昼間部への転入学の手続き及び夜間部への入学の手続き等は，その年度の募集要項・募集案内を参照してく

ださい。 

 

問合せ先 

京都市立洛友中学校 

（阪急「四条大宮」下車 徒歩３分，嵐山電車「四条大宮」下車 徒歩３分，市バス「四条大宮」下車 徒歩３分） 

 〒600-8383 京都市下京区大宮通綾小路下る綾大宮町 51－2（四条大宮下る西側 ※ 旧郁文中学校） 

     TEL (075)821-2196 
     FAX (075)821-2197 
     URL http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=202008 
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京都市立桃陽総合支援学校 
 

 

 

 

 京都市立桃陽総合支援学校は，病気による入院等，疾患の状態や身体虚弱の状態が継続して医療又は生活

規制を必要とする子どもたちが学ぶ学校です。「教育の場」として「本校」「国立病院分教室」「京大病院分教室」

「府立医大病院分教室」「第二赤十字病院分教室」，そして「訪問教育」があります。「本校」では、隣接する京都市

桃陽病院に入院等している子どもたちが学校生活を送っています。不登校の子どもたちの中には心身症の疾患

を伴う場合もあります。医療と連携しながら学校生活を送ることができます。「訪問教育」は主に京都市の東部と

南部の病院に入院している子どもたちに教育を行います。「個別の包括支援プラン」を作成，活用しながら「個」の

ニーズに合った教育を行っています。総合育成支援教育相談センター（「育」支援センター桃陽）として地域支援も

行っています。 

 

 

 相談内容  

病気や怪我で入院している子，からだや心の不調を訴えて学校を休みがちな子への教育相談，就学相談等

に応じます。 

 来校相談 本校，分教室においては，担当者が相談や指導の支援等を行います。 

同時に病院等の案内も行います。 

 訪問相談 学校，施設，病院等へ担当者が出向いて支援等を行います。 

 利用時間      月～金曜日  午前９時３０分～午後４時３０分 

 

 費用  無料 

  問合せ先 

京都市立桃陽総合支援学校 

〒612-0833 京都市伏見区深草大亀谷岩山町４８番地の１ 

TEL  (075)641-2634 

FAX  (075)641-2648 

URL  http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/toyo-y 
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スクールカウンセラーの配置 
 

 

 

不登校やいじめなどの子どもたちの心の問題に対応し，心の居場所づくりを推進するため，心理相談に関して

高度に専門的な知識・経験を有するものを「スクールカウンセラー」として，全京都市立・高等学校及び小学校２７

校に配置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学びのパートナーの配置 
 

 

 

不登校傾向にある子どものうち，いわゆる「別室登校」の状況にある子どもたちの相談相手，学習の補助者とし

て，教職員やスクールカウンセラー等と連携しながら活動を進める学生ボランティア「学びのパートナー」を配置し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スクールカウンセラー，学びのパートナーについての問合せ先 

 京都市教育委員会生徒指導課 

  〒604-8184 京都市中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町７０６－３ 

TEL (075)213-5622 

FAX (075)213-5237 

URL http://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/soshiki/29-2-7-0-0_1.html 
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こども相談総合案内 
 
 
 現在，子どもについて相談できる施設や機関が教育，福祉，医療その他の領域で数多く活動しています。どのよ

うな相談先を選べばいいのか迷ったときにはまずお電話ください。お話を伺い，内容に応じて適切な相談機関を

案内（ガイド）します。 

 利用時間      月～金曜日（第２・第４水曜日を除く） １０時～２１時（受付は２０時３０分まで） 

                  第２・第４水曜日・土・日曜日 １０時～１７時（受付は１６時３０分まで） 

                  ただし，祝日，年末年始は休み 

 利用方法      こども相談総合案内 ＴＥＬ (075)254-8107 

                     ※ 案内は京都市内の公的機関のみとなっております。 

 

 

日曜不登校相談 
 

 

 こどもパトナでは，毎週日曜日に，専門の相談員が不登校についての不安や気がかりの相談に応じる「日曜不

登校相談」を実施しています。どうぞ，お気軽にご相談ください。 
 

 利用対象 京都市在住又は京都市立学校に通う小学生から高校生までの児童生徒 

及び保護者の方 

 利用方法 上記の「こども相談総合案内」まで電話予約  ＴＥＬ (075)254-8107 

 利用時間 毎週日曜日 午前１０時～午後５時  

 主な相談内容 「最近学校に行くのを渋りだした」など，不登校についての不安や気がかりについて 

 費用  無料 

 

 こども相談総合案内，日曜不登校相談についての問合せ先 

    教育相談総合センター（こどもパトナ）カウンセリングセンター 

（連絡先等は，１ページに掲載） 
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いじめ相談２４時間ホットライン 
  

 

 

いじめに関する電話相談を受け付けています。お気軽にどうぞ。 

 

 利用対象 京都市在住または京都市立幼稚園・学校に在籍する子ども及びその保護者 

 利用方法 直接，電話にて相談ください。  ＴＥＬ (075)351-7834 

 利用時間 年中無休・２４時間対応 

 

 

 

 

 

 

子ども専用ハートライン 
 

 

 

小学生から高校生までの子どもからの様々な悩みについて電話で相談に応じています。お気軽にどうぞ。 

 

 利用対象 京都市在住または京都市立学校に在籍する小学生から高校生 

 利用方法 直接，電話にて相談ください。  ＴＥＬ (075)213-1100 

 利用時間 

月～金曜日（第２・第４水曜日を除く） 午前１０時～午後９時 （受付は，午後８時３０分まで） 

第２・第４水曜日・土・日曜日 午前１０時～午後５時 （受付は，午後４時３０分まで） 

ただし，祝日，年末年始は休み 

 



 

 

 

 

子ども・若者総合支援 
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子ども・若者総合相談窓口 

 
 

「子ども・若者総合相談窓口」は，ニート・ひきこもり・不登校等の困難を有する３０歳代までの子ども・若者を対

象とした相談窓口です。下記の市内２ヶ所に設置されている同窓口では，子ども・若者の社会参加や社会的自立

に向けた幅広い相談に応じながら支援機関・団体等の紹介や助言を行います。 
また，京都市では，教育，福祉，保健，医療など様々な公的機関・民間団体が参画した「京都市子ども・若者支

援地域協議会」を立上げ，幅広い関係機関の連携のもと，社会全体で子ども・若者を支援するためのネットワーク

を構築しています。この「京都市子ども・若者支援地域協議会」での支援の中核となる機関として「財団法人京都

市ユースサービス協会」に，京都市独自の取組として「支援コーディネーター」を配置し，複合的な支援や段階に

応じた支援が必要な場合には，「支援コーディネーター」が幅広いネットワークを活用し一人ひとりの状況に応じた

支援をコーディネートします。それぞれの関係機関が専門分野の支援を提供し，その間，支援コーディネーターは

支援対象者と支援機関の架け橋となって継続してサポートを行います。 

 利用対象  ニート・ひきこもり・不登校等の困難を有する 30 歳代までの子ども・若者やその家族の方 

 利用方法 

まずはお電話ください。適切な支援機関の紹介や助言を行うほか，来所相談（予約制）を行っています。 

 利用時間  

施設名 月～金曜日 土曜日 日曜日 祝日 

①中京青少年活動センター 
中京区東洞院通六角下る御射山町 262 

＜℡708-5440＞ 

10:00～20:00 

（水曜日は休み） 
10:00～17:00 

②こども相談センターパトナ 
中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町 706-3 

＜℡213-5657＞ 

10:00～20:00 

（第２・４水曜日は～17:00）
10:00～17:00 休み 

年末年始のお休み：①12/29～1/4 ②12/28～1/4 

来所相談を実施していない曜日や時間帯がありますので，事前にお電話ください。 

 費用  無料 

 その他 

子ども・若者総合相談窓口で伺った個人情報は厳重に管理するとともに，他の関係機関と連携する場合には

相談者から同意を得た上で個人情報を取り扱います。 

 問合せ先  

京都市文化市民局 共同参画社会推進部 勤労福祉青少年課 

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地 

TEL （075）222-3089  

FAX （075）222-3223 

URL http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/soshiki/6-1-3-0-0.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本冊子に掲載されている内容は，平成２３年１月現在のものです。 

また，この冊子の最新版は，京都市教育委員会生徒指導課のホームページにアップしています。 

ＵＲＬ ： http://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/soshiki/29-2-7-0-0_5.html 
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京都市中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町７０６－３ 

ＴＥＬ （０７５）２１３－５６２２ 

ＦＡＸ （０７５）２１３－５２３７ 
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