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1２．関係機関 
 

（１）市内障がい者団体・家族会 
 

長岡京市身体障がい者団体連合会事務所 開田３丁目３番３６号 TEL･FAX 955-4068 

長岡京市身体障がい者 

団体連合会 
会長 三好 俊昭 同上 TEL 953-0302 

肢体障がい者協会 会長 三好 俊昭 同上 TEL 953-0302 

視覚障害者協会 会長 山田  猛 同上 TEL 090-1589-8380 

難聴者協会 会長 塩満 喬子 一文橋１丁目４番１０号 FAX 952-9759 

ろうあ協会 会長 髙橋 恭三 友岡２丁目７－１８ FAX 952-0741 

 

乙訓障害児父母の会 会長 藤原  薫 今里３丁目１２－１５ TEL 952-0277 

乙訓手をつなぐ親の会 窓口 上田 裕子 
 ご連絡は右記へ 

 （留守番電話にご用件を残してください） 
TEL 925-8378 

乙訓やよい会（家族会） 会長 松島 朱美 久貝２丁目２－１１ TEL 952-9567 

乙訓心臓病の子どもを 

守る会 
代表 松居 正利 向日市森本町天神森６－２８ TEL 080-3817-4116 

 

  

長岡京市身体障がい者団体連合会（通称、長障連）は、長岡京市内の身体障がい者の団
体、「肢体障がい者協会」・「視覚障害者協会」・「難聴者協会」・「ろうあ協会」の４団体
で構成しています。 
主な主催行事は、「長岡京市障がい者卓球バレー交流大会」「長岡京市障がい者スポーツ
フェスティバル」「生活行動訓練・社会見学」「研修会・懇親会」を実施し、京都府、長
岡京市、京都府身体障害者団体連合会、日本身体障害者団体連合会の各種行事、スポー
ツ競技等にも参加しています。出来うる限りの感染症対策を取って開催しています。 
長岡京市・社協等の各種審議会・委員会等にも参画して、住みよいまち「長岡京」を目
指し活動しています。 

≪ 長岡京市身体障がい者団体連合会 ≫ 
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私たち「肢体障がい者協会」は、長岡京市内に在住し、身体障害者手帳の交付を受けて
いる満 18歳以上の肢体障がい者と内部障がい者で組織している団体です。 
活動は、年 1回の「生活行動訓練」と称して、社会見学を実施しております。 
京都府肢体障害者協会傘下の団体でもあり、「家庭リハビリ講習会及び福祉講演会」が
毎年開催され、参加しています。長障連の事業には、その全てに参加し、全京都卓球バ
レー大会、全京都車いすミニ駅伝競走大会、全京都障害者フライングディスク大会、府
民総体の公開競技（卓球バレー）、各地域で行われる卓球バレー大会等、年 7～8回のス
ポーツ大会に参加しています。（年会費は 1,500円です） 

≪ 長岡京市肢体障がい者協会 ≫ 

長岡京市視覚障害者協会は、市内在住・在勤の見えない又は見えにくい視覚に障がいの

ある方々を中心としてボランティア活動などにご関心を持たれる方々で構成している
団体です。 
当事者が日頃の悩みや情報の交換を通し、共に励まし合いながらＱＯＬの向上を目指
し、サテライト・手芸・お花・カラオケなど毎月教室を開催しております。 
どうぞお気軽に点字や歩行（白杖）また障がい者でも使えるＩＴ機器など、生活に役立
つ情報をゲットしてください。 
入会については、会費（年）２千円で公益社団法人京都府視覚障害者協会へも自動的に
入会となり情報誌「点字京都」の購読者となります。 

≪ 長岡京市視覚障害者協会 ≫ 

難聴者協会は、難聴者と中途失聴者の団体です。いろいろな原因で聞こえにくくなった
り、聞こえなくなる方が増えていますが、外見から障がいが判りにくく、社会の理解も
遅れており、一人で悩んでいる人が多い障がいです。孤独になりがちで、多くの方と話
したいと望みながら、人と人との関係を避けてしまう障がいです。 
私たちの協会は、同じ障がいを持つ者が話し合い、励まし合う場であり、これら難聴を
悩んでいる方に、積極性と勇気を与える活動をしています。補聴器や周辺の補聴援助機
器、人工内耳など最新の医療、福祉サービス活用などの知識や経験を共有する場です。
毎月分庁舎で開催の例会や旅行、その他いろいろな活動は、参加する難聴者に元気を与
えています。 

≪ 長岡京市難聴者協会 ≫ 

私たち長岡京市ろうあ協会は、生まれつき、又は幼い時に聴覚に障がいが起こることな
どにより、聞こえにくい、又はまったく聞こえず音声ではなく手話を言語としてコミュ
ニケーション手段としている聴覚障がい者で構成する団体です。 
地域のろうあ者と学習や交流を深め要望懇談会を行うなど、私たちの生活を豊かにする
ための活動を行っています。 
また、手話を初めて学ぶ方を対象にした手話教室や学校での手話指導、手話サークルと
の活動等を通じて、聞こえないことからくる生活の大変さや手話の魅力について知って
いただき、一人でも多くの方に手話を覚えていただきたいと思っています。 

≪ 長岡京市ろうあ協会 ≫ 
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1965年、『私たちが一人一人孤立していてはどんな努力をしても知れたものですし、

お役所が助けてくれようにも助けにくいでしょう。だからとにかく集まってお互いが

どんなに苦しんでいるかどうしたらよいか誰にどうしてほしいかを話し合いましょ

う。』という案内状を、二人の母親が出したところから始まった会です。 

当時、向日が丘養護学校(現、支援学校)誘致や向日が丘療育園(現、京田辺こども

発達支援センター)開設を求めて実現しました。 

今も、会の目的は変わらず、学習会や施設見学の他、年 4回の“カフェぽけっと”

（お茶＆おしゃべり会）で、困りごとや経験談の交流、福祉や医療の情報交換をして

います。 

また、乙訓全体の福祉向上を願い他の会と「乙訓の障害者福祉を進める連絡会」を

作って、「乙訓圏域障がい者自立支援協議会」に参加しています。 京都府全体の「京

都障害児者親の会協議会」にも加わり、広く情報共有しています。 

≪ 乙訓障害児父母の会 ≫ 

障がい児・者の家族が、どんなに障がいが重くても生まれ育った乙訓で安心して育

ち、暮らし続けられるようにという願いを集めて 1970年に結成しました。 

施設見学・学習会・レクリエーション・懇親会などを開催し、会報も発行していま

す。「おしゃべりルーム」(※)では、年齢や障がい種別・程度などに関わらず、広

く交流・情報交換しています。緊急時のこと、早期療育、就学や進路のこと、余暇

の過ごし方、親亡き後のこと…等々、参加者の顔ぶれに沿って、自由に話せます。

また、2市 1町との行政懇談を通じて、当事者・家族の要望を伝えています。乙訓

全体の福祉の向上を願い、他の会と一緒に作っている連絡会から、乙訓圏域障がい

者自立支援協議会にも委員を出しています。 

 

※年 5・6回開催しています。開催日程はお問い合わせください。会員でない人もご

参加ください。 

 

≪ 乙訓手をつなぐ親の会 ≫ 
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わが子の心臓に異常があると知らされた時、深い衝撃を受け、「どう育てていったら

よいのだろうか」など悩みや不安を持ち、子どもの将来を案じる気持ちは現在でも変

わりはありません。 

このような心臓病児を持つ親が呼び掛け、保健師さんやお医者さんらの協力もいただ

き、『乙訓心臓病の子どもを守る会』が作られました。 

そして小さな活動ですが、互いの近況や子育ての悩みなどを話し合う懇談会、親睦を

深めるレクリエーション行事、医療講演会などを開催してきました。心臓病に関わる

知識を得るだけでなく、育児、通院、園や学校生活に関することについても話し合っ

ています。 

心臓病エコー検査や臓器移植などにみられるよう、医療や手術の進歩は私たちに希望

の灯をもたらしてくれています。しかし心臓病児者をもつ親の悩みや不安は簡単にな

くなるものではありません。 

私たちは小さな力を寄せて互いに助け合い、心臓病児者とその家族のよりよい社会環

境作りの取組を進めています。 

≪ 乙訓心臓病の子どもを守る会 ≫ 

身内に精神障がい者がいる家族（両親・兄弟・子ども・配偶者等）の会です。 

月１回の例会で悩みを分かちあったり、各種講演会に参加して病気や薬、本人との関

わり方や精神保健福祉の諸制度について学んだり、また施策や制度の向上を願って活

動しています。 

平成 30 年度からは、長岡京市精神障がい者連絡員業務を受託し、精神障がいのある

方やその家族からの相談を、適切な窓口へつなぐ支援を行っています。 

 

＜主な活動＞ 

① 毎月第４火曜日 午後１時からバンビオで例会を実施しています。 

② 隔月会報を発行しています。 

③ 家族相談会を実施しています。 

・毎月第１月曜日 午前１０時から午後１時 乙訓保健所第２会議室で面接相談 

・月曜日～金曜日 午前１０時から午後３時 専用電話での電話相談 

（専用電話番号：０８０－８５２９－７０６０） 

④ その他、研修会への参加や要望活動、レクレーションやサロン活動など行ってい

ます。 

≪ （公社）京都精神保健福祉推進家族会連合会 乙訓やよい会 ≫ 
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「京都喉友会」は、1955 年設立の喉頭がん、食道がん、甲状腺がんなどで声を失っ

た者が組織する団体です。 

声を失った者がお互いの助け合いのもと、コミュニケーションで必要な新たな声の訓

練を通して、社会復帰と会員相互の親睦、交流を図っています。 

《活動内容》 

＊病院に出向き手術前・後の不安を和らげる相談活動 

＊食道発声法の指導・電気式喉頭の使い方の指導 

＊その他日常生活での困りごとの相談・親睦交流 など行っています。 

＜発声教室のご案内＞ 

京都教室（ひとまち交流館京都など）  開催日：毎週水曜日 13:30～(原則) 

南丹教室(口丹波勤労者福祉会館など）   開催日：第 2・第 4土曜日 13:30～(原則) 

※詳しくはホームページまたは電話でご確認ください。 

ホームページ http://www.kyotokoyukai.com 

≪ 京都喉友会 ≫ ※連絡先は P.9２参照 

京都難病連は、京都府内に住む難病患者やその家族を支えたいと 1974年に設立。現在、

15の患者団体、会員数約 2200名。医師、看護師、社会福祉士による専門相談や同じ病

気や困難を持つ仲間によるピア相談を通じて、ひとりでも多くの難病患者が前向きに

気持ちを明るく持って、病気と共に生きていくことをめざして活動をしています。 

《京都府委託事業》日常相談・専門相談 月曜日～金曜日        １０時～１６時 

《京都市委託事業》定例ピア相談会毎月第 3月曜日（祝日、振替休日に当たる場合は第２週） 

                                  １３時～１５時 

専門医による難病医療講演・個別相談会 ホームページ、各新聞、電話でご確認ください。 

≪ 特定非営利活動法人 京都難病連 ≫ ※連絡先は P.9２参照 
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京都言友会は吃音者（どもる人）が、1967年に自主的に作った会です。 

吃音者は話す時に「どもるのではないか。どもったら笑われるのではないか」と恐れた

り、「どもる人は自分だけではないか」と孤独感を持ったりしがちです。 

京都言友会は「どもるのはあなただけではないです。多くの仲間がいますよ」と呼びか

け、吃音者に心の重荷を軽くしてもらう活動をしています。 

主として京都市内での活動ですが、長岡京市内にも数名の会員がおり、乙訓地域でも集

会を開くこともありますので、吃音にお悩みの方はぜひ、会の扉をノックして下さい。 

ホームページ http://kyogenyukai.xsrv.jp/ 

≪ 京都言友会 ≫ ※連絡先は P.9２参照 

(公社)日本オストミー協会は、昭和 44年に前身の「互療会」として設立され、平成

元年に社団法人化され東京に本部を置いています。京都府支部は府下全域のオストメ

イトの社会復帰のために、専門医も交えた講習会を中心に、日常の困りごとなどを解

決すべく、各種の事業を行っています。 

＜京都府の委託事業＞社会適応訓練講習会：年 4回 

初心者相談会：毎月第 2日曜日 

       京都市「ひとまち交流館」３階ミーティング室 

＜3つの不安対策＞災害時の装具備蓄、高齢化時の装具交換、外出時の対応トイレ 

＜その他の活動＞若い人の会、女性の会、行政への福祉向上提案、研修旅行など 

※詳細を知りたい方は、支部のホームぺージ又は事務局までお電話ください。 

 

     ≪ （公社）日本オストミー協会 京都府支部 ≫ ※連絡先は P.9２参照 
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（２）民生児童委員 

 

民生児童委員は地域の中で福祉に関わる相談に応じます。主任児童委員は児童福祉に関する事項を専

門的に担当する委員で､児童福祉関係機関と区域の民生児童委員との連絡･調整をし､援助や協力を行い

ます。 

いずれも特別職の地方公務員です。秘密は固く守られます。福祉に関することで民生児童委員にご相

談がある場合は、まずは障がい福祉課(TEL 955-9710）までお問い合わせください。 

 

（３）その他機関 

 

･視覚障がい者に関して   

名    称 住    所 連絡先 

 

社会福祉法人 

京都ライトハウス 

 

〒603-8302 

京都市北区紫野花ノ坊町１１ 

TEL 462-4400 

FAX 462-4402 

点字図書館直通 

TEL 462-4426 

点字出版直通 

TEL 462-4446 

 

社会福祉法人 

丹後視力障害者福祉センター 

 

〒629-3101 

京都府京丹後市網野町網野３０８１ 

TEL/FAX 

0772-72-0609 

E メール 

aitango@ai-tango.jp 

ホームページアドレス 

http://ai-tango.jp/ 

公益財団法人関西盲導犬協会 
〒621-0027 TEL 0771-24-0323 

亀岡市曽我部町犬飼未ヶ谷１８－２ FAX 0771-25-1054 

 

･聴覚言語障がい者に関して 
  

名    称 住    所 連絡先 

京都市聴覚言語障害センター 
〒604-8437 TEL 841-8336 

京都市中京区西ノ京東中合町２ FAX 841-8311 

いこいの村聴覚言語障害セン

ター 

〒629-1242 TEL 0773-46-0101 

綾部市十倉名畑町久瀬谷２ FAX 0773-46-0610 

京都府聴覚言語障害センター 
〒610-0121 TEL 0774-30-9000 

城陽市寺田林ノ口１１－６４ FAX 0774-55-7708 

社会福祉法人 

全国手話研修センター 

〒616-8372 TEL 873-2646 

京都市右京区嵯峨天龍寺広道町３番地の４ FAX 873-2647 

 

・職業に関して 
   

名    称 住    所 連絡先 

ハローワーク京都七条 

（京都七条公共職業安定所） 

〒600-8235 

京都市下京区西洞院通塩小路下ル 

東油小路町８０３ １階 

TEL 341-8609 

FAX 371-0767 
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・障がいスポーツに関して 

名    称 住    所 連絡先 

一般社団法人 

京都障害者スポーツ振興会 

〒606-8106 
TEL 712-7010 

FAX 712—7015 京都市左京区高野玉岡町５ 

京都市障害者スポーツセンター内 

京都市障害者スポーツセンター 
〒606-8106 TEL 702-3370 

京都市左京区高野玉岡町５ FAX 702-3372 

サン･アビリティーズ城陽 

〒610-0113 
TEL・FAX 

0774-53-6644 城陽市中芦原 

京都府立心身障害者福祉センター敷地内 

京都市障害者教養文化・体育

会館 

〒601-8155 TEL・FAX 

682-7140 京都市南区上鳥羽塔ノ森上河原３７－４ 

・当事者団体など   

名    称 住    所 連絡先 

公共財団法人 

京都府視覚障害者協会 

〒603-8302 
TEL 462-2414 

FAX 462-4402 京都市北区紫野花ノ坊町１１ 

京都ライトハウス内 

一般社団法人 

京都府聴覚障害者協会 

〒604-8437 

京都市中京区西ノ京東中合町２ 

京都市聴覚言語障害センター内 

TEL 432-7705 

FAX 841-8433 

京都府中途失聴・難聴者協会 

〒610-0121 

城陽市寺田林ノ口１１－６４ 

京都府聴覚言語障害センター内 

TEL・FAX 

 921-3358 

（片山事務局長宛） 

（喉頭摘出者に関して） 〒617-0853 

TEL・FAX 

951-5609 京都喉友会 

長岡京市奥海印寺大見坊５－１７ 

事務局長 林田五郎 

メール：kyotokoyukai@gmail.com 

（吃音者に関して） 〒604-8437 
TEL・FAX 

366-0250(舩橋方) 京都言友会 
京都市中京区西ノ京東中合町２ 

京都市聴覚言語障害センター気付 

一般社団法人 

京都府身体障害者団体連合会 

〒604-0874 
TEL 251-6454 

FAX 251-6438 京都市中京区竹屋町通烏丸東入清水町３７５ 

ハートピア京都８階 

京都障害児者親の会協議会 

〒606-0846 
TEL 702-1180 

FAX 702-1190 京都市左京区下鴨北野々神町２６番地 

北山ふれあいセンター内 

（肢体障がい者に関して） 〒601-8321 
TEL・FAX 

953-0302 京都府肢体障害者協会 
京都市南区吉祥院西定成町３５ 

京都市洛南身体障害者福祉会館内 

（オストメイトに関して） 〒604-0814 
TEL 623-7171 

FAX 623-7136 公益社団法人 

日本オストミー協会京都府支部 

京都市伏見区竹田藁屋町 50 番地 

増田医科器機 MOC内 

（難病者に関して） 〒602-8144 
TEL・FAX 

822-2691 特定非営利活動法人 

京都難病連 

京都市上京区丸太町通黒門東入藁屋町 536-1 

元待賢小学校 1 階 

（アイバンクに関して） 〒602-8566 

TEL 251-5127 京都府公立大学法人 

京都府立医大アイバンク 
京都市上京区河原町通広小路上る梶井町４６５ 

 


