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SDGs パートナー団体・企業の取り組みを紹介します

昨年度よりスタートしたSDGsパートナー制度では、現在、

3 月・相談あんない
区分

14団体18企業を認定しています。このコーナーでは、
ＳＤＧｓ
パートナー団体・企業の取り組みを紹介していきます。

問 エネルギー・環境戦略課（ TEL 48-9554・ FAX 23-6537）

命をつなぐ活動×SDGsで、
郷土愛を育む

健康

サケのふるさと由良川を守る会では、サケの稚魚を地域住

ふるさとの川を美しく守る

飼育は簡単！ぜひ一緒に活動を

サケに関する活動は、例年１１月にサケの採捕、採卵見学会

を実施し、
１２月に飼育説明会を開催しています。年を越した１

ために流域の環境意識を高

月にはサケの卵を飼育希望者に引き渡しますが、配布する卵

め、サケが帰ってくる心豊か

には牧川で捕獲したサケのものも含まれています。サケの稚魚

な「ふるさと文化」を育てる

飼育には、参加費用が必要ですが、飼育は簡単で自宅でも取り

ことを目的に実 施していま

組めるので、ぜひ一緒に活動して、
ふるさと由良川のすばらしさ

す。

を再認識してみませんか。

子育て

木材の地産地消×SDGsで、
持続可能な社会に貢献

福祉

サケの習性にたとえて、子どもたちの郷土愛を育てることと、

有限会社桐村製材
くらし

企業
ホームページ
はこちら➡

『環境配慮と地域社会の好循環』
を目指して

有限会社桐村製材は、地球環境に配慮し、CO 2 削減に取

り組んでいます。製材過程で必ず生まれる木の皮を焼却処理
せず、地元の牧場や農家に引き取ってもらっています。牛の寝
してもらうなど、社会問題を考えて、リサイクルしています。

『ゴミではなく資源』という意識をもつ

製材過程で生まれる小さく切り出た部分を使って、
まな板や

ぐい呑みなどの商品を作るなど、何一つ無駄なものはないとい
う意識で、
エコなライフスタイルを提案しています。

『地元企業とコラボ』で林業の活性化を

貴重な国産漆の中でも、さらに希少価値の高い丹波漆を

扱う夜久野地域の企業とコラボレーションし、ぐい呑みを作
成しています。
木材の活用を広げること
で林業の活性化を地元から
支 援し、手入れされた健 康
な森の維持につなげる活動
を行っています。

行政・法律

床に敷いたり、野菜や果物を育てるための肥料として再利用

女性相談
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日（曜日）
28日㈪
10日㈭
15日㈫
22日㈫
10日㈭・24日㈭

時
間
13：00〜16：00

10日㈭

13：00〜16：00

30日㈬

13：00〜16：00

9：00〜12：00
13：00〜16：00

場
所
市民相談室
大江町総合会館
三和支所
夜久野ふれあいプラザ

※前日までに要予約。先着3人。一人1時間。

問い合わせ先

人権推進室 TEL24-7022 FAX23-6537
男女共同参画センター

※前日までに要予約。先着４人（初めての人を優先）。一人45分

場・○
問 北部保健福祉センター TEL56-2620 FAX56-2018
8日㈫
○
場・○
問 東部保健福祉センター TEL58-2090 FAX58-3013
9日㈬
13：30〜15：30 ○
定例健康相談
場
問 西部保健福祉センター TEL37-1234 FAX37-5002
15日㈫
○・○
栄養相談
場・○
問 中央保健福祉センター TEL23-2788 FAX23-5998
29日㈫
9：30〜11：00 ○
栄養相談は要予約／当日までに、
電話・FAXまたは直接各保健福祉センターまで
22日㈫
13：30〜15：30 中丹西保健所
出張がん個別相談
要予約／前日16時までに京都府がん総合相談支援センター（0120-078-394）まで
身体障害者相談
6日㈰
13：00〜15：00
総合福祉会館
障害者福祉課 TEL24-7017 FAX22-9073
24日㈭
13：00〜14：40
身体障害者巡回相談
要予約／前週木曜日までに、
電話・FAX、
または直接障害者福祉課まで
電話
・
直接相談
電話相談090-6911-7099
精神障害者相談
9日㈬・23日㈬ 13：00〜16：00 人権ふれあいセンター堀会館 障害者福祉課 TEL24-7017 FAX22-9073
18日㈮
13：00〜15：30 夜久野ふれあいプラザ
市聴覚言語障害センター TEL45-3025 FAX24-4459
きこえの相談会
要予約／３月14日（月）までに電話・ＦＡＸで市聴覚言語障害センターまで
社協 本
総合福祉会館
○
所 TEL25-3211 FAX24-5282
社協 三和支所 TEL58-3713 FAX58-3732
三和支所
○
ふれあい福祉相談
4日㈮
13：00〜16：00
社協 夜久野支所 TEL38-1200 FAX38-1230
ふれあいの里福祉センター ○
社協 大江支所 TEL56-0224 FAX56-1654
北部保健福祉センター
○
3日㈭
市民相談室
10：15〜15：45
舞鶴年金事務所 TEL0773-78-1165
17日㈭
中丹勤労者福祉会館
年金相談
要予約／電話で舞鶴年金事務所（予約専用TEL0773-76-5772）まで
月〜金（祝日を除く） 8：30〜16：00 舞鶴年金事務所
舞鶴年金事務所 TEL0773-78-1165
要予約／電話で日本年金機構ナビダイヤル（予約専用TEL0570-05-4890)まで
大江支所内・大江子育て支援センター
9日㈬
11日㈮
親と子の健康相談
10：00〜11：00 夜久野支所内・夜久野子育て支援センター
子ども政策室 TEL24-7055 FAX23-7011
17日㈭
東部保健福祉センター
子育て総合相談窓口
月〜金（祝日を除く） 8：30〜17：15 ハピネスふくちやま
場・○
問 教育相談室 TEL24-3749 FAX24-5135
子ども教育相談
月〜金（祝日を除く） 9：00〜16：00 ○
生活としごとの総合相談 月〜金（祝日を除く） 8：30〜17：00 生活としごとの相談窓口
社会福祉課 TEL24-7094 FAX23-6610
消費生活相談
月〜金（祝日を除く） 9：00〜16：00 消費生活センター
市 民 課 TEL24-7020 FAX23-6537
農地・農政相談
10日㈭
9：00〜12：00 各支所・京都農協・京都丹の国農協の各支店ほか 農業委員会 TEL24-7046 FAX23-6537
建築無料相談 ※2日前までに
18日㈮
13：30〜15：30 市民相談室
建築住宅課 TEL24-7053 FAX23-6537
要予約
税務相談
16日㈬
13：00〜16：00 市民相談室
市民相談室 TEL24-7027 FAX23-6537
場・○
問 京都府福知山地域総務防災課 TEL22-3901 FAX23-8242
交通事故巡回相談
9日㈬・23日㈬
9：00〜16：00 ○
場・○
問 京都犯罪被害者支援センターほくぶ相談室 TEL0120-78-3974
犯罪被害電話相談
月・木（祝日を除く） 12：00〜16：00 ○
ひきこもり相談 ※要事前予約 月・金（祝日を除く） 9：00〜17：00 NPO法人ニュートラル
NPO法人ニュートラル TEL090-7363-8530
大江町総合会館
大 江 支 所 TEL56-1101 FAX56-2018
10日㈭
15日㈫
三 和 支 所 TEL58-3001 FAX58-3013
9：00〜12：00 三和支所
行政相談
22日㈫
夜久野ふれあいプラザ
夜久野支所 TEL37-1101 FAX37-5002
23日㈬
13：00〜16：00 市民相談室
市民相談室 TEL24-7027 FAX23-6537
司法書士法律・登記相談
10日㈭
13：00〜16：00
行政書士相談
24日㈭
市民相談室
市民相談室 TEL24-7027 FAX23-6537
25日㈮
12：30〜16：30
弁護士法律相談
要事前申込／前週木曜日までに市民相談室に直接、
電話、
FAX、
郵送（住所・氏名・電話番号・相談内
容を明記）で市民相談室まで。
※市民限定。
抽選10人。
年度内で初めての人を優先
11日㈮・25日㈮ 15：30〜17：00 市民相談室
市民相談室 TEL24-7027 FAX23-6537
多重債務専門法律相談
要予約／前日午後４時までに、
電話で京都弁護士会（TEL075-231-2378）まで。
各日先着3人

略記号の説明
掲載内容に関するお問合せは、それぞれの団体・企業にお願いいたします。

※いずれも無料・秘密厳守。特記した相談以外は、事前の申し込みは不要です。
※申込日が祝日の場合は、その前日まで。

※前日までに要予約。先着3人。一人1時間。

女性弁護士による
女性法律相談

『ふるさとを愛する心』
を養うために

放流を単に漁業振興ととらえず、生まれ育った川へ回帰する

談

性別にこだわらない相談

サケのふるさと
由良川を守る会

民とともに育て、由良川に放流する活動をしています。サケの

相
人権相談

心配ごと相談

パートナーの募集は随時行っています。詳細は市ウェブサ
イトでご確認ください。

人権
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SDGs パートナー、募集中！

場＝場所 ◯
問＝問い合わせ先 ◯
社協 ＝社会福祉協議会
◯
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