ボランティアセンター紹介
ボランティアセンターは、
京都府内市区町村すべてに設置されています。
お気軽にお近くのセンターまでおこしください。

京都府内ボランティアセンター（市町村社会福祉協議会内）
福知山市

FAX 0773︲24︲5282
☎0773︲23︲3573
〒620︲0035 福知山市字内記10︲18 福知山市総合福祉会館内

HPあり
ます

FAX 075︲933︲4425
☎075︲932︲1961
〒617︲0002 向日市寺戸町西野辺1︲7 向日市福祉会館内

長岡京市

HP
☎050︲7105︲8508 FAX 050︲7105︲8509
〒617︲0833 長岡京市神足2丁目3︲1 バンビオ1番館2F 総合生活支援センター内

八幡市

FAX 075︲983︲5798
☎075︲983︲4450
〒614︲8022 八幡市八幡東浦5

HPあり
ます

京田辺市

FAX 0774︲65︲4962
☎0774︲62︲2222
〒610︲0332 京田辺市興戸犬伏5︲8 京田辺市立社会福祉センター内

HPあり
ます

京丹後市

FAX 0772︲65︲3294
☎0772︲65︲2100
〒627︲0111 京丹後市弥栄町溝谷3450

HPあり
ます

HPあり
ます
あり
ます

峰山支所

FAX 0772︲62︲7288
☎0772︲62︲4128
〒627︲0012 京丹後市峰山町杉谷691

大宮支所

FAX 0772︲64︲5360
☎0772︲64︲2037
〒629︲2501 京丹後市大宮町口大野140 京丹後市大宮福祉会館･社協会館内

網野支所

FAX 0772︲72︲5576
☎0772︲72︲0797
〒629︲3101 京丹後市網野町網野385︲1 京丹後市網野健康福祉センター内

三和支所

FAX 0773︲58︲3732
☎0773︲58︲3713
〒620︲1442 福知山市三和町千束375 東部保健福祉センター内

丹後支所

FAX 0772︲75︲2619
☎0772︲75︲0808
〒627︲0201 京丹後市丹後町間人545︲1 京丹後市丹後老人福祉センター内

夜久野支所

FAX 0773︲38︲9012
☎0773︲38︲9000
〒629︲1322 福知山市夜久野町平野1030 ふれあいの里福祉センター内

久美浜支所

FAX 0772︲82︲2330
☎0772︲82︲0008
〒629︲3411 京丹後市久美浜町814 京丹後市久美浜庁舎内

大江支所

FAX 0773︲56︲1654
☎0773︲56︲0224
〒620︲0305 福知山市大江町波美235 老人福祉センター舟越会館内

南丹市

FAX 0771︲72︲3222
☎0771︲72︲3220
〒629︲0301 南丹市日吉町保野田垣ノ内11

HPあり
ます

舞鶴市

FAX 0773︲62︲7039
☎0773︲62︲7044
〒625︲0087 舞鶴市字余部下1167 舞鶴市中総合会館3階

HPあり
ます

園部支所

FAX 0771︲63︲5606
☎0771︲62︲4125
〒622︲0014 南丹市園部町上本町南2︲22

綾部市

FAX 0773︲43︲2882
☎0773︲43︲2881
〒623︲0012 綾部市川糸町南古屋敷5︲1

HPあり
ます

八木支所

FAX 0771︲42︲4412
☎0771︲42︲5480
〒629︲0134 南丹市八木町西田山崎17

日吉支所

FAX 0771︲72︲0732
☎0771︲72︲0947
〒629︲0301 南丹市日吉町保野田垣ノ内6︲4

美山支所

FAX 0771︲75︲0829
☎0771︲75︲0020
〒601︲0751 南丹市美山町安掛下8 美山保健福祉センター内

FAX 0773︲40︲1389 http://www.ayabe︲vc.net/ HP
あやべボランティア ☎0773︲40︲1388
総合センター
〒623︲0021 綾部市本町2丁目14 あやべハートセンター内

宇治市

FAX 0774︲22︲5654
☎0774︲22︲5650
〒611︲0021 宇治市宇治琵琶45 宇治市総合福祉会館内

あり
ます

HPあり
ます

FAX 0774︲22︲5677
宇治ボランティア ☎0774︲22︲5650
活動センター
〒611︲0021 宇治市宇治琵琶45 宇治市総合福祉会館内
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向日市

宮津市

FAX 0772︲25︲2414
☎0772︲22︲2090
〒626︲0041 宮津市字鶴賀2085 福祉センター内

亀岡市
城陽市

木津川市

FAX 0774︲72︲9155
☎0774︲72︲9155
〒619︲0214 木津川市木津川端19 木津老人福祉センター内

木津支所

FAX 0774︲72︲7690
☎0774︲72︲5532
〒619︲0214 木津川市木津川端19 木津老人福祉センター内

HP
FAX 0771︲24︲0350
☎0771︲23︲6711
〒621︲0806 亀岡市余部町桶又61︲1 ガレリアかめおか ふれあいプラザ内

加茂支所

FAX 0774︲76︲8277
☎0774︲76︲4338
〒619︲1127 木津川市南加茂台6︲3 加茂ふれあいセンター内

FAX 0774︲56︲2800
☎0774︲56︲0909
〒610︲0121 城陽市寺田東ノ口17 城陽市立福祉センター内

山城支所

☎0774︲86︲4151
FAX 0774︲86︲4521
〒619︲0204 木津川市山城町椿井北代102 山城保健センター内

HPあり
ます
あり
ます

ボランティア活動を始めよう

HPあり
ます

HPあり
ます

ボランティア活動を始めよう
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大山崎町

FAX 075︲954︲4400
☎075︲957︲4100
〒618︲0091 大山崎町字円明寺小字百々10︲2

久御山町

HP
FAX 075︲632︲3001
☎075︲631︲0022
〒613︲0043 久御山町島田ミスノ11 地域福祉センター「さつき苑」内

井手町

FAX 0774︲82︲3642
☎0774︲82︲3499
〒610︲0302 井手町大字井手小字東前田23

http://v.hitomachi-kyoto.jp/

FAX 075︲354︲8738
☎075︲354︲8735
〒600︲8127 京都市下京区西木屋町通上ノ口上ル梅湊町83︲1 ひと・まち交流館 京都 3 階

HPあり
ます
HPあり
ます

上京区

FAX 075︲432︲9536
☎075︲432︲9535
〒602︲8247 上京区葭屋町通中立売下ル北俵町317

HPあり
ます

左京区

FAX 075︲723︲5665
☎075︲723︲5666
〒606︲8103 左京区高野西開町5 左京合同福祉センター内

HPあり
ます

HPあり
ます

中京区

FAX 075︲822︲1829
☎075︲822︲1011
〒604︲8316 中京区大宮通御池下ル三坊大宮町121︲2
中京区地域福祉センター内

HPあり
ます

東山区

FAX 075︲551︲4858
☎075︲551︲4849
〒605︲0863 東山区五条通大和大路東入ル5丁目梅林町576
やすらぎ・ふれあい館内

山科区

FAX 075︲594︲0294
☎075︲593︲1294
〒607︲8344 山科区西野大手先町2︲1

HPあり
ます

FAX 0771︲88︲0422
☎0771︲86︲1440
〒622︲0311 京丹波町和田田中6︲1 京丹波町瑞穂保健福祉センター内

下京区

FAX 075︲361︲1663
☎075︲361︲1881
〒600︲8166 下京区花屋町通室町西入乾町292 下京総合福祉センター内

FAX 0771︲84︲1980
☎0771︲84︲1833
〒629︲1121 京丹波町本庄今福13

南区

FAX 075︲671︲3840
☎075︲671︲1589
〒601︲8321 南区吉祥院西定成町32 南老人福祉センター内

HPあり
ます

右京区

FAX 075︲865︲8569
☎075︲865︲8567
〒616︲8105 右京区太秦森ヶ前町22︲3

HPあり
ます

笠置町

FAX 0743︲95︲2820
☎0743︲95︲2750
〒619︲1303 笠置町西通90︲1 老人福祉センター内

和束町

HPあり
ます

HP

あり
ます

FAX 0774︲78︲2100
☎0774︲78︲3312
〒619︲1212 和束町大字釜塚小字生水15 社会福祉センター内

HP

あり
ます

精華町

FAX 0774︲93︲2278
☎0774︲94︲4573
〒619︲0243 精華町南稲八妻砂留22︲1

HPあり
ます

南山城村

HP
FAX 0743︲93︲1211
☎0743︲93︲1201
〒619︲1411 南山城村大字北大河原小字大稲葉4 南山城村保健福祉センター内

京丹波町

HP
FAX 0771︲88︲0422
☎0771︲86︲1440
〒622︲0311 京丹波町和田田中6︲1 京丹波町瑞穂保健福祉センタ－内

和知支所

京都市福祉ボランティアセンター

FAX 075︲441︲8941
☎075︲441︲1900
〒603︲8143 北区小山上総町3

FAX 0774︲88︲4094
☎0774︲88︲3294
〒610︲0252 宇治田原町大字荒木小字天皇2 老人福祉センター内

瑞穂支所
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あり
ます

北区

宇治田原町

丹波支所

京都市内ボランティアセンター（社会福祉協議会内）

HPあり
ます

あり
ます

あり
ます

FAX 0771︲82︲2206
☎0771︲82︲0126
〒622︲0213 京丹波町須知鍋倉1︲1 社会福祉センター内

伊根町

FAX 0772︲32︲1416

☎0772︲32︲0176
〒626︲0413 伊根町字泊1 伊根町老人福祉センター「泊泉苑」内

HPあり
ます

与謝野町

FAX 0772︲43︲2294
☎0772︲43︲0294
〒629︲2311 与謝野町字幾地908

HPあり
ます

京 北
事務所

HPあり
ます

FAX 075︲852︲1287
☎075︲852︲0527
〒601︲0251 右京区京北周山町下寺田1︲1

西京区

FAX 075︲394︲5712
☎075︲394︲5711
〒615︲8223 西京区桂艮町23︲4

HPあり
ます

加悦支所

FAX 0772︲42︲2988
☎0772︲42︲7553
〒629︲2403 与謝野町字加悦716 加悦社会福祉センター内

岩滝支所

FAX 0772︲46︲3096
☎0772︲46︲5556
〒629︲2262 与謝野町字岩滝2272︲1 岩滝ふれあいセンター内

伏見区

FAX 075︲603︲4532
☎075︲603︲1287
〒612︲8318 伏見区紙子屋町544 伏見社会福祉総合センター内

HPあり
ます

野田川支所

FAX 0772︲43︲2294
☎0772︲43︲0294
〒629︲2311 与謝野町字幾地908

ボランティア活動を始めよう

醍醐分室

FAX 075︲573︲8314
☎075︲575︲2070
〒601︲1375 伏見区醍醐高畑町30︲1 醍醐老人福祉センター内

ボランティア活動を始めよう
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