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北海道 北海道立女性相談援助センター 011-666-9955

北海道 北海道環境生活部くらし安全局 011-221-6780 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/djb/index.htm

北海道 北海道石狩振興局 011-232-4760

北海道 北海道渡島総合振興局 0138-47-5789

北海道 北海道檜山振興局 0139-52-5785

北海道 北海道後志総合振興局 0136-22-5838

北海道 北海道空知総合振興局 0126-25-5648 http://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kks/DV.htm

北海道 北海道上川総合振興局 0166-46-5081

北海道 北海道留萌振興局 0164-43-0011

北海道 北海道宗谷総合振興局 0162-33-3399

北海道 北海道オホーツク総合振興局 0152-45-0500

北海道 北海道胆振総合振興局 0143-22-5286

北海道 北海道日高振興局 0146-22-2921

北海道 北海道十勝総合振興局 0155-26-9029

北海道 北海道釧路総合振興局 0154-41-1110

北海道 北海道根室振興局 0153-24-5756

北海道 札幌市
札幌市市民まちづくり局市民生活部男女共同参画
室

011-211-3333 http://www.city.sapporo.jp/shimin/danjo/boryoku/index.html

北海道 札幌市 札幌市配偶者暴力相談センター 011-728-1234

北海道 旭川市 旭川市配偶者暴力相談支援センター 0166-25-6418

北海道 函館市 函館市配偶者暴力相談支援センター 0138-21-3010 http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014012400480/

青森県 青森県女性相談所 017-781-2000 http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/jsodan/index.html

青森県 青森県男女共同参画センター 017-732-1022 http//www.apio.pref.aomori.jp/

青森県 青森県東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室 017-734-9951
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenmin/hi-fukushi/hi-
huku-sonota3.html

青森県 青森県中南地域県民局地域健康福祉部福祉総室 0172-33-3211
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenmin/ch-
fukushi/josei.html

青森県 青森県三八地域県民局地域健康福祉部福祉総室 0178-27-4435
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenmin/sa-
fukushi/index2.html

青森県
青森県西北地域県民局地域健康福祉部福祉こども
総室

0173-35-2156
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenmin/se-
fukushi/2008-0627-1438-425.html

青森県
青森県上北地域県民局地域健康福祉部福祉こども
総室

0176-62-2145
http://www.pref.aomori.lg.jp/life/family/2008-0605-1159-
466.html

青森県
青森県下北地域県民局地域健康福祉部福祉こども
総室

0175-22-2296
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenmin/sh-
fukushi/haiguusya.html

青森県 青森市 青森市配偶者暴力相談支援センター 017-734-5318 http://www.city.aomori.aomori.jp/

岩手県 福祉総合相談センター

019-629-9610
（平日・夜間）
019-629-4152

（土日祝）

http://www.pref.iwate.ｊｐ/info/rbz/ik=3&nd=413

岩手県 盛岡広域振興局保健福祉環境部 019-629-6568
http://www.pref.iwate.jp/info.rbz?nd=968&ik=3&pnp=70&pnp=
968

岩手県 県南広域振興局保健福祉環境部 0197-22-2831
http://www.pref.iwate.jp/info.rbz?nd=1035&ik=3&pnp=17&pnp
=71&pnp=1035

岩手県
県南広域振興局保健福祉環境部花巻保健福祉環
境センター

0198-22-4921
http://www.pref.iwate.jp/info.rbz?nd=1132&ik=3&pnp=17&pnp
=72&pnp=1132

配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設一覧

※電話番号については、相談専用の電話がある場合には相談電話番号を、ない場合は代表番号を載せています。施設によって相談受付時間等が異
なっておりますので、各施設にお問い合わせください。
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岩手県
県南広域振興局保健福祉環境部一関保健福祉環
境センター

0191-26-1415 http://www.pref.iwate.jp/kennan/ichi_hoken/index.html

岩手県 沿岸広域振興局保健福祉環境部 0193-25-2702
http://www.pref.iwate.jp/info.rbz?nd=1444&ik=3&pnp=78&pnp
=1444

岩手県
沿岸広域振興局保健福祉環境部宮古保健福祉環
境センター

0193-64-2213 http://www.pref.iwate.jp/engan/miya_hoken/index.html

岩手県
沿岸広域振興局保健福祉環境部大船渡保健福祉
環境センター

0192-27-9913 http://ftp.www.pref.iwate.jp/info.rbz?ik=3&nd=1392

岩手県 県北広域振興局保健福祉環境部 0194-53-4982
http://www.pref.iwate.jp/fukushisoudan/josei/shien/006982.h
tml

岩手県
県北広域振興局保健福祉環境部二戸保健福祉環
境センター

0195-23-9202
http://www.pref.iwate.jp/info.rbz?nd=1659&ik=3&pnp=17&pnp
=81&pnp=1659

岩手県 岩手県男女共同参画センター 019-606-1762 http://www.aiina.jp/danjo/

岩手県 盛岡市 もりおか女性センター 019-604-3304 http://mjc.sankaku-npo.jp

宮城県 宮城県女性相談センター 022-256-0965 http://www.pref.miyagi/jyoseict

宮城県 仙台市 仙台市配偶者暴力相談支援センター
022-268-5145（仙台
市「女性への暴力相

談電話」）

http://www.city.sendai.jp/manabu/danjo/danjo/1207539_1777
.html

秋田県 秋田県女性相談所

018-835-9052
0120-783-251
（県内の固定電
話のみ通話可）

http://www.pref.akita.lg.jp/jyosou/

秋田県 秋田県北福祉事務所 0186-52-3951 http://www.pref.akita.lg.jp/oodate-fuku/

秋田県 秋田県山本福祉事務所 0185-55-8020 http://www.pref.akita.lg.jp/yama-fuku/

秋田県 秋田県中央福祉事務所 018-855-5171 http://www.pref.akita.lg.jp/aki-fuku/

秋田県 秋田県南福祉事務所 0182-32-3294 http://www.pref.akita.lg.jp/hira-fuku/

秋田県 秋田県中央男女共同参画センター 018-836-7846 http://akitawmc.com/

山形県
山形県婦人相談所（山形県中央配偶者暴力相談支援セ
ンター）

023-627-1196
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kosodatesuishin/010002/bo
shifukushi/dvcenter.html

山形県
山形県村山総合支庁保健福祉環境部生活福祉課（山形
県村山地域配偶者暴力相談支援センター

0237-86-8213
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kosodatesuishin/010002/bo
shifukushi/dvcenter.html

山形県
山形県最上総合支庁保健福祉環境部子ども家庭支援課
（山形県最上地域配偶者暴力相談支援センター）

0233-29-1274 http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/mogami/314026

山形県
山形県置賜総合支庁保健福祉環境部福祉課（山形県置
賜地域配偶者暴力相談支援センター）

0238-26-6027
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kosodatesuishin/010002/bo
shifukushi/dvcenter.html

山形県
山形県庄内総合支庁保健福祉環境部子ども家庭
支援課（山形県庄内地域配偶者暴力相談支援セン
ター）

0235-66-4759
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kosodatesuishin/010002/bo
shifukushi/dvcenter.html

福島県 福島県女性のための相談支援センター 024-522-1010 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21820a/

福島県 福島県男女共生センター 0243－23－8320 http://www.f-miraikan.or.jp

福島県 福島県県北保健福祉事務所 024-534-4118 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21110a/

福島県 福島県県中保健福祉事務所 0248-75-7809 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21120a/10164.html

福島県 福島県県南保健福祉事務所 0248-22-5647 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21130a/

福島県 福島県会津保健福祉事務所 0242-29-5278 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21140a/

福島県 福島県南会津保健福祉事務所 0241-63-0305 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21150a/

福島県 福島県相双保健福祉事務所 0244-26-1134 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21160a/

福島県 郡山市
郡山市こども部こども支援課こども家庭相談セン
ター

024-924-3341 http://www.city.koriyama.fukushima.jp/

茨城県 茨城県女性相談センター 029-221-4166

茨城県 古河市 古河市配偶者暴力相談支援センター 0280-92-7209 http://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/0000002224html

栃木県 とちぎ男女共同参画センター 028-665-8720 http://www.parti.jp/soudan/index.html

栃木県 宇都宮市 宇都宮市配偶者暴力相談支援センター 028-635-7751
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/machizukuri/kyodosank
aku/dv/011891.html

栃木県 日光市 日光市配偶者暴力相談支援センター 0288-30-4140
http://www.city.nikko.lg.jp/jinkendanjo/guide/fukushi/danjo/d
v-boushi/dv-boushi.html

栃木県 小山市 小山市配偶者暴力相談支援センター 0285-22-9602
https://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/jinken/dv/dvcenter
.html

群馬県 群馬県女性相談所（群馬県女性相談センター） 027-261-4466 http://www.pref.gunma.jp/04/c2210031.html
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群馬県 大泉町 大泉町配偶者暴力相談支援センター 0276-20-3988

群馬県 高崎市 市民部人権男女共同参画課 027-310-0256 http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2015021600014/

群馬県 長野原町 長野原町配偶者暴力相談支援センター 0279-82-2422

埼玉県
埼玉県配偶者暴力相談支援センター(埼玉県婦人
相談センター）

048-863-6060

埼玉県 埼玉県男女共同参画推進センター 048-600-3800 http://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/

埼玉県 吉川市 吉川市配偶者暴力相談支援センター 048-982-5968 http://www.city.yoshikawa.saitama.jp/

埼玉県 本庄市 本庄市配偶者暴力相談支援センター 0495-22-0828 http://www.citｙ.honjo.lg.jp/

埼玉県 朝霞市 朝霞市配偶者暴力相談支援センター 048-463-0356 http://ｗｗｗ.city.asaka..lg.jp

埼玉県 川越市 川越市配偶者暴力相談支援センター 049-224-5723 http://www.city.kawagoe.saitama.jp

埼玉県 草加市 草加市配偶者暴力相談支援センター 048-922-3562 http://www.city.soka.saitama.jp

埼玉県 上尾市 上尾市男女共同参画推進センター 048-778-5110 http://www.city.ageo.lg.jp/soshiki/s209500/

埼玉県 志木市 志木市役所　企画部人権推進室 048-473-1139 http://www.city.shiki.lg.jp/

埼玉県 八潮市
八潮市配偶者暴力相談支援センター「八潮市ＤＶ相
談支援室」

048-996-3955 http://www.city.yashio.lg.jp/

埼玉県 飯能市 飯能市配偶者暴力相談支援センター 042-978-5085 http://www.city.hanno.saitama.jp/

埼玉県 ふじみ野市 ふじみ野市配偶者暴力相談支援センター 049-262-9025 http://www.city.fujimino.saitama.jp

埼玉県 さいたま市
男女共同参画推進センター「パートナーシップさいた
ま」

048-642-6699 http://www.city.saitama.jp/006/010/005/p037000.html

埼玉県 蕨市 蕨市配偶者暴力相談支援センター 048-433-7745

埼玉県 熊谷市 男女共同参画推進センター「ハートピア」 048-599-0015

埼玉県 越谷市 越谷市女性・ＤＶ相談支援センター 048-963-9176 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/

千葉県 千葉県女性サポートセンター 043-206-8002 http://www.pref.chiba.lg.jp/jsc/index.html

千葉県 千葉県習志野健康福祉センター 047-475-5966 http://www.pref.chiba.lg.jp/kf-narashino/index.html

千葉県 千葉県市川健康福祉センター 047-377-1199 http://www.preh.chiba.lg.jp/kf-ichikawa/index.html

千葉県 千葉県松戸健康福祉センター 047-361-6651 http://www.pref.chiba.lg.jp/kf-matsudo/index.html

千葉県 千葉県野田健康福祉センター 04-7124-6677 http://www.pref.chiba.lg.jp/kf-noda/index.html

千葉県 千葉県印旛健康福祉センター 043-483-0711 http://www.pref.chiba.lg.jp/kf-inba/index.html

千葉県 千葉県香取健康福祉センター 0478-52-9310 http://www.pref.chiba.lg.jp/kf-katori/index.html

千葉県 千葉県海匝健康福祉センター 0479-22-310１ http://www.pref.chiba.lg.jp/kf-kaisou/index.html

千葉県 千葉県山武健康福祉センタ－ 0475-54-2388 http://www.pref.chiba.lg.jp/kf-sanbu/index.html

千葉県 千葉県長生健康福祉センタ－ 0475-22-5565 http://www.pref.chiba.lg.jp/kf-chousei/index.html

千葉県 千葉県夷隅健康福祉センター 0470-73-0801 http://www.pref.chiba.lg.jp/hokenjo/isumi/index.html

千葉県 千葉県安房健康福祉センター 0470-22-6377 http://www.pref.chiba.lg.jp/hokenjo/awa/

千葉県 千葉県君津健康福祉センター 0438-22-3411 http://www.pref.chiba.lg.jp/kf-kimitsu/index.html

千葉県 千葉県市原健康福祉センター 0436-21-3511 http://www.pref.chiba.lg.jp/kf-ichihara/index.html

千葉県 千葉県男女共同参画センター 04-7140-8605 http://www.pref.chiba.lg.jp/kyousei/index.html

千葉県 野田市 野田市児童家庭部人権・男女共同参画推進課 04-7125-9119
http://www.city.noda.chiba.jp/qa/renkei/sankaku/dv/100001
3.html

千葉県 市川市 市川市男女共同参画センター 047-323-1777 http://www.city.ichikawa.lg.jp/gen05/1111000003.html

千葉県 千葉市 千葉市配偶者暴力相談支援センター 043-245-5110
http://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodomomirai/kateishie
n/haibou.html

東京都 東京ウィメンズプラザ 03-5467-2455 http://www.tokyo-womens-plaze.metro.tokyo.jp/
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東京都 東京都女性相談センター（多摩支所を含む）
03-5261-3110

(多摩支所：042-
522-4232)

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/sodan/j_sou
dan.html

東京都 港区
港区子ども家庭支援部子ども家庭課家庭相談セン
ター（配偶者暴力相談支援センター）

03-3578-2436

東京都 板橋区 板橋区配偶者暴力相談支援センター 03-5860-9510

東京都 中野区 中野区配偶者暴力相談支援センター 03-3228-5556 http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/

東京都 江東区 江東区配偶者暴力相談支援センター 03-3647-9551 http://www.city.koto.lg.jp/topics/2122/13265.html

東京都 豊島区 豊島区配偶者暴力相談支援センター 03-6872-5250
http://www.city.toshima.lg.jp/jinken/danjokyodo/30589/0206
53.html

東京都 葛飾区 葛飾区配偶者暴力相談支援センター 03-5698-2211 https://www.city.katsushika.lg.jp/53/201/008815.html

練馬区 練馬区配偶者暴力相談支援センター 03-5393-3434
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/haiboudenter.
html

台東区 台東区配偶者暴力相談支援センター 03-3847-3611

東京都 荒川区 荒川区配偶者暴力相談支援センター 03-3806-3075

神奈川県 神奈川県立女性相談所

神奈川県 県立かながわ男女共同参画センター
0466-26-5550
0466-26-5551
0466-27-9799

神奈川県 横浜市 横浜市ＤＶ相談支援センター
045-671-4275
045-865-2040

http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/danjo/dvcenter/

神奈川県 相模原市 相模原市配偶者暴力相談支援センター 042-772-5990 http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sodan/024717.html

新潟県 新潟県女性福祉相談所 025-381-1111

新潟県 新潟市 新潟市配偶者暴力相談支援センター 025-226-1065

新潟県 長岡市 長岡市配偶者暴力相談支援センター 0258-33-1233

富山県 女性相談センター 076-465-6722 http://www.pref.toyama.jp/branches/1257/

富山県 高岡市 高岡市男女平等推進センター 0766-20-1811
http://www.city.takaoka.toyama.jp/gec/kurashi/kyodosankak
u/center/index.html

石川県 石川県女性相談支援センター 076-223-8655 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/danjo/soudansien/

石川県 金沢市 金沢市女性相談支援室 076-220-2554

福井県 福井県生活学習館
0776-41-7111
0776-41-7112

http://www.manabi.pref.fukui.jp/you-i/

福井県 福井県総合福祉相談所 0776-24-6261 http//www.pref.fukui.lg.jp/doc/soudansyo

福井県 福井県福井健康福祉センター 0776-36-2857 http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/fukui-hwc/index.html

福井県 福井県坂井健康福祉センター 0776-73-0609 http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sakai-hwc/index.html

福井県 福井県奥越健康福祉センター 0779-66-2076 http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/okuetu-hwc/index.html

福井県 福井県丹南健康福祉センター
0778-51-0034
0778-22-4135

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/tannan-hwc/index.html

福井県 福井県嶺南振興局二州健康福祉センター 0770-22-3747 http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/nisyuu-hwc/index.html

福井県 福井県嶺南振興局若狭健康福祉センター 0770-52-1300 http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/wakasa-hwc/index.html

山梨県 女性相談所 055-254-8635 http://www.pref.yamanashi.jp/josei/josou.html

山梨県 山梨県立男女共同参画推進センター 055-237-7830 http://www.yamanashi-bunka.or.jp/pwm/topicssogo.html

長野県 長野県女性相談センター 026-235-5710 http://www.pref.nagano.lg.jp/joseisodan/index.html

長野県 長野県男女共同参画センター 0266-22-8822 http://www.pref.nagano.lg.jp/aitopia/index.html

長野県 安曇野市 安曇野市配偶者暴力相談支援センター 0263-71-2227 http://www.city.azumino.nagano.jp/

岐阜県 岐阜県女性相談センター 058-274-7377
http://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/kenko-fukushi/sodan-
center/josei/

岐阜県 岐阜地域福祉事務所
058-272-1111
（内線3234）

http://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/kenko-fukushi/gifu-fukushi/

岐阜県 西濃県事務所
0584-73-1111

（内線237）
http://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/kenjimusyo/seino-jimusyo/
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岐阜県 揖斐県事務所
0585-23-1111

（内線241）
http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei-unei/ken-jimusyo/ibi/

岐阜県 可茂県事務所
0574-25-3111

（内線245）
http://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/kenjimusyo/kamo-jimusyo/

岐阜県 東濃県事務所
0572-23-1111

（内線271）
http://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/kenjimusyo/tono-jimusyo/

岐阜県 飛騨県事務所
0577-33-1111

（内線272）
http://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/kenjimusyo/hida-jimusyo/

岐阜県 中濃県事務所
0575-33-4011

（内線258）
http://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/kenjimusyo/tyuno-jimusyo/

岐阜県 恵那県事務所
0573-26-1111

（内線227）
http://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/kenjimusyo/ena-jimusyo/

静岡県 静岡県女性相談センター 054-286-9217 www.pref.shizuoka.jp

静岡県 富士市 富士市配偶者暴力相談支援センター 0545-51-1128

静岡県 浜松市 浜松市DV相談支援センター 053-412-0360 http://www.city hamamatsu shizuoka.jp/jose/dv/dv1 html

静岡県 静岡市 静岡市配偶者暴力相談支援センター
054-221-1274(葵)

054-201-9126(駿河)
054-354-2355(清水)

愛知県 愛知県女性相談センター 052-962-2527 http://www.pref.aichi.jp/0000012699.html

愛知県 名古屋市 名古屋市配偶者暴力相談支援センター 052-351-5388
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/19-3-3-13-0-0-
0-0-0-0.html

三重県 三重県女性相談所 059-231-5600 http://www.pref.mie.lg.jp/JOSOU/HP/

滋賀県 滋賀県立男女共同参画センター 0748-37-8739 http://www.pref.shiga.lg.jp/c/g-net

滋賀県 滋賀県中央子ども家庭相談センター 077-564-7867 http://www.pref.shiga.lg.jp/e/jido/

滋賀県 滋賀県彦根子ども家庭相談センター 0749-24-3741 http://www.pref.shiga.lg.jp/e/jido

京都府 京都府家庭支援総合センター 075-531-9910 www.pref.kyoto.jp/kateisien-sogo/

京都府
京都府宇治児童相談所（京都府南部家庭支援セン
ター）

0774-43-9911

京都府
京都府福知山児童相談所（京都府北部家庭支援セ
ンター）

0773-22-9911

京都府 京都市
京都市ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）相談支援
センター

075-874-4971 http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/soshiki/6-1-2-0-0_15.html

大阪府 大阪府女性相談センター
06-6949-6022
06-6946-7890

http://www.pref.osakajp/joseisodan/

大阪府 大阪府中央子ども家庭センター 072-828-0277

大阪府 大阪府池田子ども家庭センター 072-751-3012 http://www.pref.osaka.lg.jp/ikedakodomo/

大阪府 大阪府吹田子ども家庭センター 06-6380-0049

大阪府 大阪府東大阪子ども家庭センター 06-6721-2077

大阪府 大阪府富田林子ども家庭センター 0721-25-2065 http://www.pref.osaka.lg.jp/tondabayashikodomo/

大阪府 大阪府岸和田子ども家庭センター 072-441-7794

大阪府 大阪市 大阪市配偶者暴力相談支援センター 06-4305-0100

大阪府 堺市 堺市配偶者暴力相談支援センター 072-228-3943
http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/mokuteki/sodan
/dv_soudan/soudanshien/haibou.html

大阪府 吹田市 すいたストップＤＶステーション（ＤＶ相談室） 06-6310-7113

大阪府 枚方市
枚方市配偶者暴力相談支援センター「ひらかたDV
相談室」

050-7102-3232

大阪府 茨木市 茨木市配偶者暴力相談支援センター 072-622-5757
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/shimin/jinken/menu/dv
_date/DV_soudanshien.html

兵庫県 兵庫県女性家庭センター 078-732-7700 http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw37/hw37_000000002.html

兵庫県 神戸市 神戸市配偶者暴力相談支援センター 078-382-0037

兵庫県 伊丹市 伊丹市配偶者暴力相談支援センター 072-780-4327
http://city.itami.lg.jp/ITAMI_BENRI/SODAN_MADOGUTI/1392
030477989.html

兵庫県 宝塚市
宝塚市配偶者暴力相談支援センター（たからづかＤ
Ｖ相談室）

0797-77-9121 http:www.city.takarazuka.hyogo.jp

兵庫県 芦屋市 芦屋市配偶者暴力相談支援センター 0797-38-9100 http://www.city.ashiya.lg.jp/fuzokukikan/dvsoudan.html

兵庫県 加古川市 加古川市配偶者暴力相談支援センター 079-427-2928
http://www.city.kakogawa.lg.jp/mokutekibetsudesagasu/soda
n/1419265717464.html
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兵庫県 猪名川町 猪名川町役場　生活部　こども課 072-767-7477 http://www.town.inagawa.lg.jp

兵庫県 姫路市 姫路市配偶者暴力相談支援センター 079-221-1532 http://www.city.himeji.lg.jp/s50/2212303/_27368.html

兵庫県 西宮市
西宮市配偶者暴力相談支援センター「西宮市ＤＶ相
談室」

0798-23-6011
http://www.nishi.or.jp/contents/0002112700030011800765.ht
ml

兵庫県 尼崎市 尼崎市配偶者暴力相談支援センター 06-6489-6600
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/ansin/soudan/025817.ht
ml

兵庫県 三木市 三木市配偶者暴力相談支援センター 0794-82-8300

兵庫県 加西市
加西市DV相談室（加西市配偶者暴力相談支援セン
ター）

0790-42-8736

兵庫県 明石市 明石市配偶者暴力相談支援センター 078-918-5186

兵庫県 三田市 三田市配偶者暴力相談支援センター 079-563-7830 http://www.city.sanda.lg.jp/

奈良県 奈良県中央こども家庭相談センター 0742-22-4083 http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=1727

和歌山県 和歌山県子ども･女性・障害者相談センター 073-445-0793 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040402/gaiyo.htm

鳥取県 鳥取県福祉相談センター 0857-27-8630 http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=34903

鳥取県 鳥取県西部総合事務所福祉保健局
0859-38-2250
0859-31-9304

http://www.pref.tottori.lg.jp/seibufukushihoken/

鳥取県 鳥取県中部総合事務所福祉保健局 0858-23-3152 http://www.pref.tottori.lg.jp/175164.htm

島根県 島根県女性相談センター 0852-25-8071 http://www.pref.shimane.lg.jp/joseisodan/

島根県 島根県女性相談センター西部分室 0854-84-5661 http://www.pref.shimane.lg.jp/joseisodan/

岡山県
岡山県女性相談所（岡山県福祉相談センター　子ど
も家庭相談部女性相談課）

086-235-6060
086-235-6101
（夜間相談）

http://www.pref.okayama.jp/page/detail-29252.html

岡山県 岡山県男女共同参画推進センター 086-235-3310 http://www.pref.okayama.jp/soshiki/187/

岡山県 岡山市 岡山市男女共同参画相談支援センター 086-803-3366 http://www.city.okayama.jp/shimin/danjyo/danjo_sodan.html

岡山県 倉敷市 倉敷市男女共同参画推進センター 086-435-5670 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/3646.htm

広島県 広島県西部こども家庭センター女性相談課

082-254-0391
(平日の昼間)
082-254-0399
(休日・夜間)

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/huzinnhogodvtaisaku/117
7067877258.html

広島県 広島県東部こども家庭センター相談援助課 084-951-2372
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/huzinnhogodvtaisaku/116
9615351928.html

広島県 広島県北部こども家庭センター相談援助課
0824-63-5181

（内）2313
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/huzinnhogodvtaisaku/11
77067877258.html

広島県 広島市 広島市配偶者暴力相談支援センター 082-545-7498
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/125910880718
1/index.html

山口県 山口県男女共同参画相談センター 083-901-1122

山口県 宇部市 宇部市配偶者暴力相談支援センター 0836-33-4649
http://www.city.ube.yamaguchi.jp/kurashi/shiminjinken/danjo
kyoudou/dv_soudan.html

徳島県 徳島県中央こども女性相談センター
088-652-5503
088-623-8110

www.pref.tokushima.jp/docs/2009032800013/

徳島県 徳島県南部こども女性相談センター
0884-24-7115
0884-24-7110

http://www.pref.tokushima.jp/docs/2010040600076/

徳島県 徳島県西部こども女性相談センター
0883-56-2109
0883-56-2110

http://www.pref.tokushima.jp/docs/2012103100202/

徳島県 鳴門市 鳴門市女性子ども支援センター『ぱぁとなー』 088-684-1413
http://www.city.naruto.tokushima.jp/contents/joseishien/inde
x.html

徳島県 阿南市 阿南市配偶者暴力相談支援センター 0884-24-8111  

香川県 香川県子ども女性相談センター 087-835-3211 www.pref.kagawa.jp/kj.soudan

愛媛県 愛媛県福祉総合支援センター 089-927-3490 http://www.pref.ehime.jp/h20300/fukushi/chiiki/fujin01.html

愛媛県 愛媛県男女共同参画センター 089-926-1644 http://www.ehime-joseizaidan.com/

愛媛県 新居浜市 新居浜市配偶者暴力相談支援センター 0897-65-1480 http://www.city.niihama.lg.jp/

高知県 高知県女性相談支援センター 088-833-0783 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141603/

6 / 8 



都道府県名 市区町村名 支援センター名
電話番号
（相談用）

ホームページＵＲＬ

福岡県 福岡県女性相談所

092-584-1266
(毎日 9:00～17:00,
金18：00～20：30）

092-663-8724
（月～金17:00～

24:00,土日祝 9:00
～24:00）

 

福岡県 福岡県筑紫保健福祉環境事務所 092-584-0052

福岡県 福岡県粕屋保健福祉事務所 092‐939‐0511

福岡県 福岡県糸島保健福祉事務所 092-323-0061

福岡県 福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所
093ｰ201ｰ2820
0940ｰ37ｰ2880

福岡県 福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所
0949-22-4070
0948-29-0071

福岡県 福岡県田川保健福祉事務所 0947-42-4850

福岡県 福岡県北筑後保健福祉環境事務所
0942-34-8111
0946-24-5780

福岡県 福岡県南筑後保健福祉環境事務所
0943-23-7520
0944-73-3200

福岡県 福岡県京築保健福祉環境事務所 0930-23-2460

福岡県 北九州市 北九州市配偶者暴力相談支援センター 093-591-1126

福岡県 福岡市 福岡市配偶者暴力相談支援センター 092-711-7030
http://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo-mirai/k-
katei/life/dvsoudan.html

佐賀県 佐賀県婦人相談所 0952-26-1212
http://www.pref.saga.lg.jp/web/kurashi/_1257/kf-sisetu-
dantai/sougoufukushi.html

佐賀県 佐賀県立男女共同参画センター 0952-26-0018 http://www.avance.or.jp

長崎県 長崎県長崎こども・女性・障害者支援センター 095-846-0565
http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-
hoken/gosodanmadoguchi/josei-gosodanmadoguchi/

長崎県 長崎県佐世保こども・女性・障害者支援センター 0956-24-5125 ｗｗｗｐｒef.nagasaki.lg.jp

長崎県 長崎市 長崎市配偶者暴力相談支援センター 095-826-4417
http://www.city.nagasaki.lg.jp./shimin/190000/193000/p0003
78..html

長崎県 南島原市 南島原市配偶者暴力相談支援センター 050-3381-5055 http://www.city.minamishimabara.lg.jp/

熊本県 熊本県女性相談センター
096-381-7110
(DV電話相談)

http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/34/zyosei.html

熊本県 熊本市

熊本市配偶者暴力相談支援センター事業（市民協
働課男女共生推進室、熊本市男女共同参画セン
ターはあもにい総合相談室、子ども支援課、各区役
所福祉課、各区役所保健子ども課）

096-344-3322
http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&i
d=4996&class_set_id=2&class_id=268

大分県 大分県婦人相談所 097-544-3900

大分県 大分県消費生活・男女共同参画プラザ 097-534-8874

宮崎県 宮崎県女性相談所 0985-22-3858
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/desaki/kenko/kodomo/page00
154.html

鹿児島県 鹿児島県女性相談センター 099-222-1467

鹿児島県
かごしま県民交流センター（鹿児島県男女共同参画
センター）

099-221-6630
099-221-6631

http://www.kagoshima-pac.jp/functions/man_and_woman/

鹿児島県 鹿児島県鹿児島地域振興局保健福祉環境部 099-272-6301

鹿児島県 鹿児島県南薩地域振興局保健福祉環境部 0993-53-8001

鹿児島県 鹿児島県北薩地域振興局保健福祉環境部 0996-23-3166

鹿児島県 鹿児島県姶良・伊佐地域振興局保健福祉環境部 0995-44-7965

鹿児島県 鹿児島県大隅地域振興局保健福祉環境部 0994-52-2123

鹿児島県 鹿児島県熊毛支庁保健福祉環境部 0997-22-1138

鹿児島県 鹿児島県大島支庁保健福祉環境部 0997-57-7243

鹿児島県 知名町 知名町配偶者暴力相談支援センター 0997-93-2075 http://www.town.china.lg.jp/

鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市配偶者暴力相談支援センター 0996-20-6343 http://www.city.satsumasendai.lg.jp

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市配偶者暴力相談支援センター 099-813-0853 http://www.city.kagoshima.lg.jp/
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鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市配偶者暴力相談支援センター 0994-31-1171 http://www.e-kanoya.net/htmbox/kosodate/fujin.html

鹿児島県 姶良市 姶良市配偶者暴力相談支援センター 0995-66-3182 http://www.city.aira.lg.jp

沖縄県
沖縄県女性相談所（沖縄県配偶者暴力相談支援セ
ンター）

098-854-1172
http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/joseisodan/index.ht
ml

沖縄県
沖縄県北部福祉保健所　（北部配偶者暴力相談支
援センター）

0980-52-0051
http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/hoken-
hoku/index.html

沖縄県
沖縄県中部福祉保健所　（中部配偶者暴力相談支
援センター）

098-938-9886
http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/hoken-
chubu/index.html

沖縄県
沖縄県南部福祉保健所　（南部配偶者暴力相談支
援センター）

098-889-6364
http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/hoken-
nan/index.html

沖縄県
沖縄県宮古福祉保健所　（宮古配偶者暴力相談支
援センター）

0980-72-3132
http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/hoken-
miyako/somu/toppage.html

沖縄県
沖縄県八重山福祉保健所　（八重山配偶者暴力相
談支援センター）

0980-82-2330
http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/hoken-
yaeyama/index.html
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