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福岡県男女共同参画センター
「あすばる」

春日市原町3丁目１-７ クローバープラザ内 092-584-3739 http://www.asubaru.or.jp

北九州市
○

北九州市立男女共同参画センター・
ムーブ

北九州市小倉北区大手町11番4号 093-583-3939 http://www.kitakyu-move.jp

福岡市
福岡市男女共同参画推進センター
「アミカス」

福岡市南区高宮3丁目3番1号 092-526-3755 http://amikas.city.fukuoka.lg.jp

大牟田市

大牟田市女性センター
大牟田市原山町13-3
 （大牟田市中央地区公民館1階）

0944-43-1012
http://www.city.omuta.lg.jp/hpKiji/p
ub/detail.aspx?c_id=5&id=4165

久留米市

久留米市男女平等推進センター 久留米市諏訪野町1830-6 0942-30-7800 http://www.city.kurume.fukuoka.jp/

直方市

直方市男女共同参画センター 直方市津田町7番20号 0949-25-2244
http://www.city.nogata.fukuoka.jp/k
urashi/_danjo.html

飯塚市
飯塚市男女共同参画推進センター
サンクス

飯塚市飯塚14番67号 0948-22-7058
http://www.city.iizuka.lg.jp/sunkusu
/shisetsu/annai/shisetsu/danjo/ind
ex.html

田川市
田川市男女共同参画センター
「ゆめっせ」

田川市平松町3番36号 0947-44-0159
http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/l
ist00794.html

行橋市
行橋市男女共同参画センター
（る～ぷる）

行橋市中央1丁目 9-2行橋市役所別館 0930-26-2232
http://www.city.yukuhashi.fukuoka.j
p/doc/2013110800185/

豊前市
豊前市男女共同参画センター
ハートピアぶぜん

豊前市大字吉木955番地 0979-82-0509
http://www.city.buzen.lg.jp/sisetu/r
oudousya/ha-topiabuzen.html

筑紫野市

筑紫野市女性センター 筑紫野市二日市南1丁目9-3 092-918-1311
http://www.city.chikushino.fukuoka.j
p/shiminseikatsubu/danjokyodo-
sankakusuisinka/josei-center.html

春日市
春日市男女共同参画・消費生活センター
じょなさん

春日市光町1-73 092-584-1201
http://www.city.kasuga.fukuoka.jp/li
fe/jinken/danjo/danjocenter.html

大野城市
大野城まどかぴあ　男女平等推進
センター　アスカーラ

大野城市曙町二丁目3番1号 092-586-4030
http://www.madokapia.or.jp/danjo_b
yodo/

宗像市
宗像市男女共同参画推進センター
「ゆい」

宗像市久原180 0940-36-0250
http://city.munakata.lg.jp/map/220
/030/201501210137.html

うきは市
うきは市男女共同参画センター
だんだん

うきは市浮羽町朝田582番地1
うきは市民センター 2階

0943-77-2661 http://www.city.ukiha.fukuoka.jp

糸島市

糸島市男女共同参画センター　ラポール 糸島市神在1048番地1 092-324-2800 
http://www.city.itoshima.lg.jp/li/kur
ashi/170/030/010/020/index.html

那珂川町
那珂川町男女共同参画推進センター
あいなか

筑紫郡那珂川町西隈1-1-1 092-408-8051
http://www.town.fukuoka-
nakagawa.lg.jp/

筑前町

筑前町男女共同参画センター　リブラ 朝倉郡筑前町新町440番地 0946-22-3996
http://www.town.chikuzen.fukuoka.j
p

太宰府市
太宰府市男女共同参画推進センター
ルミナス

太宰府市白川2番2号 092-925-5404 http://dazaifu-ruminas.jp/

佐賀県
○

佐賀県立男女共同参画センター
佐賀県立生涯学習センター「アバンセ」

佐賀市天神三丁目2-11
（どんどんどんの森内）

0952-26-0011 http://www.avance.or.jp/index.html

○
大分県消費生活・男女共同参画プラザ
（アイネス）

大分市東春日町1-1 097-534-4034
http://www.pref.oita.jp/soshiki/130
40/

大分市

大分市男女共同参画センター
大分市府内町1丁目5番38号
コンパルホール2階

097-574-5577
http://www.city.oita.oita.jp/www/co
ntents/1403593220993/index.html

別府市
別府市男女共同参画センター
あす・べっぷ

別府市大字別府字野口原3030番地１ 0977-21-8289
http://www.city.beppu.oita.jp/asube
ppu/

くまもと県民交流館
男女共同参画センター

熊本市中央区手取本町8番9号 096-355-1187
http://www.danjyo.pref.kumamoto.jp
/

熊本市

熊本市男女共同参画センターはあもにい 熊本市中央区黒髪3丁目3番10号 096-345-2550 http://www.harmony-mimoza.org/

天草市

天草市男女共同参画センター　ぽぽらす 天草市東町13番地１ 0969-23-8200
http://hp.amakusa-
web.jp/a0792/MyHp/Pub/

益城町
益城町男女共同参画センター
輝らめき館

上益城郡益城町大字宮園720番地2 096-286-6665
http://www.town.mashiki.lg.jp/map/
pub/detail.aspx?c_id=120&id=6&pg=
1
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長崎県男女共同参画推進センター
きらりあ

長崎市出島町2-11出島交流会館3階 095-822-4729
http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/
kurashi-
kankyo/danjokyodosankaku/senter/

長崎市
長崎市男女共同参画推進センター
アマランス

長崎市魚の町5-1市民会館1階 095-826-0018 https://ngs-shiminkaikan.jp/

佐世保市

佐世保市男女共同参画推進センター
スピカ

佐世保市三浦町2-3　アルカスSASEBO2階 0956-23-3828
http://www.city.sasebo.lg.jp/siminse
ikatu/jinken/spica.html

諫早市

諫早市男女共同参画推進センター
ひとひと

諫早市高城町5-25　高城会館2階 0957-24-1580
http://www.city.isahaya.nagasaki.jp/
post29/7407.html

大村市
大村市男女共同参画推進センター
ハートパル

大村市西三城町8
総合福祉センター3階

0957-54-8715
http://www.city.omura.nagasaki.jp/h
eartpal/kurashi/shiminkyodo/danjyo
/senter.html

雲仙市
雲仙市男女共同参画センター 雲仙市吾妻町牛口名714 0957-38-3111

http://www.city.unzen.nagasaki.jp/i
nfo/prev.asp?fol_id=13930

宮崎県男女共同参画センター 宮崎市宮田町3番46号　県庁9号館 0985-32-7591 http;//www.mdanjo.or.jp

宮崎市
宮崎市男女共同参画センター　パレット 宮崎市宮崎駅東3丁目6-7 0985-25-2055 http://www.pal-let.jp

都城市
都城市男女共同参画センター 都城市姫城町6街区21号 0986-23-2121

http;//www.city.miyakonojo.miyazak
i.jp

延岡市
延岡市男女共同参画センター 延岡市桜小路360番地2 0982-22-7056

http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp
/start.html

日向市
日向市男女共同参画社会づくり
推進ルーム　さんぴあ

日向市中町1番31号
　日向市文化交流センター小ホール棟2階

0982-50-0300 ―

○ 鹿児島県男女共同参画センター 鹿児島市山下町14-50 099－221－6603 http://www.kagoshima-pac.jp/

鹿児島市

○
鹿児島市男女共同参画センター
サンエールかごしま

鹿児島市荒田一丁目4番1号 099-813-0852

https://www.city.kagoshima.lg.jp/shi
min/shiminbunka/danjokyodo/machi
zukuri/danjo/center/sodanshitsu.ht
ml

沖縄県男女共同参画センター
てぃるる

那覇市西3丁目11番１号 098ｰ866ｰ9090 http://www.tiruru.orjp

那覇市

なは女性センター
那覇市銘苅2-3-1
なは市民協働プラザ１F　Aコア

098ｰ951ｰ3203
http://www.city.naha.okinawa.jp/kak
uka/heiwadanjyo/center/jyosei.html

宜野湾市
宜野湾市男女共同参画支援センター
ふくふく

宜野湾市志真志１丁目15番22－2号
（宜野湾市人材育成交流センター　めぶき
内）

098ｰ896ｰ1616 ―

浦添市 浦添市男女共同参画推進
ハーモニーセンター

浦添市安波茶2丁目3番5号 098ｰ874ｰ5711 ―

沖縄市
沖縄市男女共同参画センター 沖縄市住吉１丁目14番29号（3階） 098ｰ937ｰ0170 ―
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