どんな悩みも一人で抱え込まないで、まずは相談を！
京 都 府には、人 権に関わる様 々な場面と目的に応じた相 談 窓口があります。
これらの相 談 機 関が 相 互に連 携を密にして、人 権 侵 害 の 未 然 防止や被 害 の 救 済・回 復を図っています。

もしかして︑
あの子︑
虐待を受けているんじゃ …

京都府では、
京都 弁 護 士 会と連 携し、
人権 問 題に対する司法 的 救 済を中心に問題 点の整理や
解決の方策について、弁護士がアドバイスを行う相談 窓口を開設しています。

面接相談

昼間13:30〜16:30(月２回)、夜間18:00〜20:30(月１回)（お一人40分まで）

電話相談

月２回(第１･第３火曜日)14:00〜16:00（お一人20分〜30分程度）

上記相談については、
こちらにお問い合わせください。

日本での生活はわからないことばかり︒
誰に相談したらいいのか …

ネットに個人情報がさらされ︑
誹謗中傷を受けている …

京都府人権リーガルレスキュー隊へ

075‑414‑4271
9 : 0 0 〜17: 0 0 土曜日・日曜日、祝日、年末年 始を除く

京都人権ナビ
京都府人権リーガルレスキュー隊はこちら

京都府外国人住民総合相談窓口へ
外国人住民向け
生活相談
公益財団法人

暮らしに関する困り事を気軽にご相談ください！

「在留手続」
「雇用」
「医療」
「福祉」
「出産・子育て・子どもの教育」など

京都府国際センター
Kyoto Prefectural International Center

075‑343‑9666
10 : 0 0 -17: 0 0 第 2・第４火曜日、祝日、年末年 始を除く

対応言語
日本語／英語／中国語／
韓国語／ベトナム語／タイ語／
ポルトガル語／スペイン語

京都府国際センター
外国人住民向け生活相談はこちら

児童相談所全国共通ダイヤルへ
こんなときにはすぐお電話ください。
あの子、
もしかしたら
虐待を受けているのかしら…

いちはやく

１８９

専門家が対応いたします

子育てが辛くてつい
子どもにあたってしまう…
京都府家庭支援総合センター

近くに子育てに
悩んでいる人がいる…
京都府南部家庭支援センター

TEL：075 - 531- 9 9 0 0

TEL：07 74 - 4 4 - 3 3 4 0

京都府北部家庭支援センター（仮移転中） 京都府南部家庭支援センター京田辺支所

TEL：07 73 -20 -10 51

TEL：07 74 - 6 8 - 5520

京都府HP
児童相談所全国共通ダイヤル「189（いちはやく）」
はこちら

12月4日〜10日は人権 週間です。

京都府

みんなの人権110番（人権問題一般についての相談）

こんなとき、
ご相談
ください。

全国共通 0570‑003‑110
電話相談・面接（予約優先）

京都府人権相談窓口
同和問題

同和問題に関する研修・啓発

女性

配偶者等からの暴力に関する相談

高齢者やその家族からの保健・医療・福祉、
法律、
財産管理などに関する相談
高齢者の身体拘束に関する相談
認知症・若年性認知症に関する相談

障害のある人

障害者の権利侵害に関する相談など

ストーカーに関する相談

身体・知的障害の福祉に関する相談

介護サービスについての相談など

精神保健福祉に関する相談

ヘイトスピーチに関する相談
日本語を話せない方からの人権に関する相談
外国籍府民の人権侵害を
防止するための啓発や取組内容に関するお問い合わせ
外国人住民のためのビザ相談

外国人
ハンセン病
感染症・難病患者等

問い合わせ先

アイヌの人々

子どもの人権問題全般についての相談
児童虐待に関する緊急の通報・相談
不登校やいじめなどに関する
相談
子育て・しつけなど家庭教育に関する相談など
乳幼児の子育てに関する相談

高齢者

犯罪被害者等

生活困窮者･
ホームレス等

こころの相談

日常生活の中で起こっている部落差別などに関する相談

女性が日常有する問題の解決のための相談

子ども

場所

日常生活の中で人権侵害（差別、偏見、いじめ、
虐待、ヘイトスピーチ、性的指向・性自認を理由
とした嫌がらせなど）を受けた。
一度誰かに相談したい。など

ハンセン病に関する相談
難病患者の方の就労、
各種公的制度に関する相談
犯罪被害者及び遺族の悩みの解決や心のケア・相談
性犯罪被害に関する相談

難病患者の方の治療や介護、
生活などに関する相談
性暴力被害に関する相談

京都府府民環境部人権啓発推進室

TEL

075- 414 -4271

LGBT等、性的少数者
北朝鮮当局による
拉致問題等
インターネット
職場環境

開設時間

「京都人権ナビ」はこちら

（詳細はこちらのサイトでご確認ください。）

生活困窮に関する相談

アイヌの方々の日常生活に関する相談

性的指向、性自認を理由とした偏見や差別に関する相談

北朝鮮拉致問題に関するお問い合わせ
インターネット上の相談全般(中高生・保護者等)に関する相談
サイバー犯罪等ネットトラブルに関する
相談
ネット上での違法・有害情報についての相談 ●ネット上でのいじめ等に関する相談

自殺対策

自殺に繋がる様々な背景を持った相談

府政相談

府政に関する相談、
お問い合わせ等

075- 414- 4268

月曜〜金曜（祝日・年末年始を除く）
8 時 30 分〜17 時 15 分

労働問題に関するあらゆる分野の相談

家庭内で起こる様々な相談
消費生活に関する相談

その他

FAX

京都市上京区荒神口通河原町
東入上生洲町 197 番地

窓口担当部署 TEL：075-231-0131（代表）

少しでも早く問題を解決し、
被害を回復できるよう、 人権情報ポータルサイト「京都人権ナビ」
ぜひ「京都府人権 相 談 窓口」をご利 用ください。 https://kyoto-jinken.net

日常生活の中で人権問題
（差別、
偏見、
いじめ、
虐待など）
に関する相談
犯罪被害の未然防止、
その他生活の安全及び平穏に関する相談

人権全般

相談例

MAIL

ホームページ

特設相談

人権問題一般についての相談

差別や虐待、いじめ、
その他人権に関する問題について、お気軽にご相談ください。
■開設時間 午後1時〜午後4時 ■秘密厳守・無料
開設場所

相 談日

電話番号

府民総合案内・
075-414-4235
12/12（木）
・1/9（木）
・2/13（木）
・
※ 3/12
（木）
相談センター
（府庁内）
（要予約）
田辺総合庁舎

12/19（木）
・2/20（木）

0774-62-8202

木津総合庁舎

1/16（木）
・3/19（木）

0774-72-0051

亀岡総合庁舎

1/9（木）
・3/5（木）

0771-24-8430

園部総合庁舎

12/5（木）
・2/6（木）

0771-62-0360

舞鶴総合庁舎

12/5（木）
・1/9（木）
・2/6（木）
・
3/5（木）

0773-62-2500

綾部総合庁舎

2/4（火）

0773-42-0480

福知山総合庁舎

1/7（火）
・3/3（火）

0773-22-3901

峰山総合庁舎

1/8（水）
・3/11（水）

0772-62-4340

宮津総合庁舎

12/11（水）
・2/12（水）

0772-22-2244

※京都府庁での実施分のみ要予約。他の会場は予約不要。

病気や治療、
介護、
生活などに関する相談

jinken@pref.kyoto.lg.jp

人権 擁 護委員による

ひきこもりに関する相談

http://www.pref.kyoto.jp/jinken/

京都市でも特設人権相談を実施しています。
＜昼間＞午後2時〜午後4時（毎月第3木曜日）
左京区役所12/19（木）、下京区役所1/16（木）、右京区役所2/20（木）、伏見区役所3/19（木）
＜夜間＞午後6時〜午後8時（毎月第4水曜日）
京都市消費生活総合センターで実施（事前予約制）
※申込み・問合せ 京都市文化市民局共生社会推進室
TEL075-366-0322 FAX075-366-0139

