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新潟県男女平等推進相談室
新潟市中央区上所2-2-2
新潟ユニゾンプラザ3階

025-285-6605
http://www.pref.niigata.lg.jp/danjoby
odo/1198774844311.html

新潟市

新潟市男女共同参画推進センター
「アルザにいがた」

新潟市中央区東万代町9-1（万代市民会館
内）

025-246-7713
http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi
/danjo/alza/

長岡市

長岡市男女平等推進センター
ウィルながおか

長岡市大手通2丁目2番地6 0258-39-2746
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/k
urashi/cate14/will/

三条市

三条市男女共同参画センター
三条市桜木町12番38号
三条ものづくり学校112号室

0256-34-5624
http://www.city.sanjo.niigata.jp/chii
kikeiei/plant00002.html

上越市

上越市男女共同参画推進センター
ウィズじょうえつ

上越市土橋1914-3
上越市市民プラザ2階

（ｾﾝﾀｰ）
025-527-3624
（相談用）
025-527-3614

http://www.city.joetsu.niigata.jp/sos
hiki/danjo/

○
長野県男女共同参画センター
「あいとぴあ」

岡谷市長地権現町四丁目11番51号 0266-22-5781
http://www.pref.nagano.lg.jp/aitopia
/index.html

長野市
長野市男女共同参画センター 長野市大字鶴賀西鶴賀町1481-1 026-237-8303 http://www.city.nagano.nagano.jp/

松本市
松本市女性センター　パレア松本 松本市中央1-18-1 0263-39-1105

http://www.city.matsumoto.nagano.j
p/

上田市
上田市市民プラザ・ゆう 上田市材木町1-2-2 0268-27-2988 ―

芽野市
家庭教育センター 茅野市塚原1-9-16 0266-73-0888

http://www.city.chino.lg.jp/www/co
ntents/1000001453000/index.html

長和町
ふれあい館 小県郡長和町長久保457-1 0268-68-4400 ―

富山県民共生センター「サンフォルテ」 富山市湊入船町６－７ 076-432-4500 http://www.sunforte.or.jp

富山市 富山市男女共同参画推進センター 富山市新富町一丁目2番3号　CiCビル3階 076-433-1760
www.city.toyama.toyama.jp/shimins
eikatsubu/danjyokyodosankaku/kyo
dosankaku.html

高岡市 ○ 高岡市男女平等推進センター
高岡市末広町1番7号
ウイング・ウイング高岡6階

0766-20-1810
http://www.city.takaoka.toyama.jp/
gec/kurashi/kyodosankaku/center/
index.html

石川県

石川県女性センター 金沢市三社町1番44号 076-263-0115
http://www.pref.ishikawa.lg.ljp/jyose
icenter/

○ 福井県生活学習館「ユー・アイ　ふくい」 福井市下六条町14-1 0776-41-4200

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

福井市
福井市男女共同参画・子ども家庭セン
ター

福井市手寄一丁目4-1　アオッサ5階 0776-20-1537
http://www.city.fukui.lg.jp/dept/d12
5/danjo-kkc/index.html

敦賀市

敦賀市男女共同参画センター 敦賀市三島町2丁目1番6号 0770-23-5411

http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_
city/cityhall-
facility/shiyakusho_shisetsu/gaibus
hisetsu/kyoudosankaku.html

鯖江市

夢みらい館・さばえ 鯖江市三六町丁目4番20号 0778-51-1722
http://www4.ttn.ne.jp/~yumemirai/i
ndex.html

越前市
越前市男女共同参画センター
「あんだんて」

越前市府中1丁目11番2号 0778-24-4446 http://www.andante-echizen.net/

静岡県男女共同参画センター
「あざれあ」

静岡市駿河区馬渕1丁目17番1号
TEL:054-255-8440
FAX:054-251-5085

www.azarea-navi.jp

静岡市

静岡市女性会館　アイセル21 静岡市葵区東草深町3番18号 054-248-7330 http://aicel21.jp

浜松市 浜松市男女共同参画・文化芸術活動推
進
センター　あいホール

浜松市中区幸三丁目3-1 053-412-0351 http://ai-hall.com

○ 愛知県女性総合センター（ウィルあいち） 名古屋市東区上竪杉町1番地 052-962-2511 http://www.will.pref.aichi.jp/

富山県

女性センター　一覧
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名古屋市
名古屋市男女平等参画推進センター
イーブルなごや

名古屋市中区大井町7番25号 052-331-5288 http://e-able-nagoya.jp/

豊橋市
豊橋市男女共同参画推進センター
パルモ

豊橋市神野ふ頭町3-22 0532-33-2800
http://www.city.toyohashi.lg.jp/1088
0.htm

岡崎市
岡崎市図書館交流プラザ
Libra（りぶら）

岡崎市康生通西4丁目71番地 0564-23-3100 http://www.city.okazaki.lg.jp/libra/

春日井市
青少年女性センター・勤労青年ホーム
レディヤンかすがい

春日井市鳥居松町2‐247 0568-85-4188 
http://www.city.kasugai.lg.jp/shisets
u/22027/2811/

豊田市
とよた男女共同参画センター
キラッ☆とよた

豊田市小坂本町1-25（産業文化センター2
Ｆ）

0565-31-7780 http://clover-toyota.jp/

知多市 知多市男女共同参画センター　ウイズ 知多市新知東町2丁目7番地の2 0562‐56‐6305
http://www.medias.ne.jp/~fureai/wit
h/station/station/

小牧市 小牧市まなび創造館 小牧市小牧三丁目555番地 0568-71-9848
http://www.city.komaki.aichi.jp/shog
aigakushu/manabi/001664.html

大府市 大府市石ヶ瀬会館　ミューいしがせ 大府市江端町四丁目1番地 0562-48-0588 http://www.medias.ne.jp/~misigase/

高浜市 高浜市女性文化センター 高浜市湯山町六丁目6番地4 0566-52-5002
http://www.city.takahama.lg.jp/grpb
etu/bunka/shisetsu/jobun.html

三重県男女共同参画センター
「フレンテみえ」

津市一身田上津部田1234
（三重県総合文化センター内）

059-233-1130
http://www.center-
mie.or.jp/frente/

四日市市
四日市市男女共同参画センター
はもりあ四日市

四日市市本町9-8（本町プラザ3F） 059-354-8331
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/da
njo/index.shtml

鈴鹿市
鈴鹿市男女共同参画センター
ジェフリーすずか

鈴鹿市神戸二丁目15番18号
（かんべ再開発ビル3F）

059-381-3113　
http://www.danjokyodosankaku.city.
suzuka.lg.jp/

名張市

名張市男女共同参画センター
名張市希央台5番町19番地
（名張市市民情報交流センター内）

0595-63-5336
http://www.emachi-
nabari.jp/danjo-center/

伊賀市

伊賀市男女共同参画センター
伊賀市上野丸之内500番地
（ハイトピア伊賀4F）

 0595-22-9632
http://www.city.iga.lg.jp/category/7
-5-8-0-0.html

岐阜県女性の活躍支援センター・
男女共同参画プラザ

岐阜市薮田南 5-14-53
　OKBふれあい会館 第2棟9階

 058-214-6431
http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/k
ekkon/danjo/sodan-madoguchi/

岐阜市

岐阜市女性センター
岐阜市橋本町 1-10-23
　ハートフルスクエアーＧ　2階

 058-268-1052  
http://www.ip.mirai.ne.jp/~heartful/j
osei-c/joseic_top.htm

可児市

可児市男女共同参画サロン
可児市下恵土 3433-139
　可児市文化創造センターａｌａ内

0574-62-1111 http://www.city.kani.lg.jp/3300.htm

三重県

岐阜県
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