１ 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

行政が関与する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター一覧
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/pdf/one_stop.pdf
地方公共
団体名

名称

相談受付日時
月～金 10:00～20:00
(祝日、年末年始を除く)

相談電話番号・
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ（ﾒｰﾙ相談を実施
しているｾﾝﾀｰのみ）

北海道・
札幌市

性暴力被害者支援ｾﾝﾀｰ北海道「SACRACH（さくらこ）」

青森県

あおもり性暴力被害者支援ｾﾝﾀｰ

岩手県

はまなすサポート

宮城県

性暴力被害相談支援ｾﾝﾀｰ宮城

月～金 10:00～20:00
土 10:00～16:00
(祝日、年末年始を除く)

0120-556-460(こころ ﾌｫﾛｰ)
宮城県内専用ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ

秋田県

あきた性暴力被害者ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ「ほっとハートあきた」

月～金 10:00～19:00
(祝日、年末年始を除く)

0800-8006-410

山形県

やまがた性暴力被害者ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ「べにサポ やまがた」

月～金 10:00～21:00
(祝日、年末年始を除く)

023-665-0500

福島県

性暴力等被害救援協力機関SACRAふくしま

月・水・金 10:00～20:00
火・木
10:00～16:00
(祝日、年末年始を除く)

024-533-3940

茨城県

性暴力被害者ｻﾎﾟｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ茨城

月～金 10:00～16:00
(祝日、年末年始を除く)

029-350-2001

栃木県

とちぎ性暴力被害者ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ「とちエール」

月～金 9:00～17:30
土
9:00～12:30
028-678-8200
緊急医療受付は22:00まで(祝日、年末年始を除く)

群馬県

群馬県性暴力被害者ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ「Saveぐんま」

月～金 9:00～16:00
(祝日、年末年始を除く)

027-329-6125

埼玉県

埼玉県性暴力等犯罪被害専用相談電話ｱｲﾘｽﾎｯﾄﾗｲﾝ

2４時間365日

048-839-8341

千葉県・
千葉市

NPO法人 千葉性暴力被害支援ｾﾝﾀｰ ちさと

月～金 9:00～21:00
土
9:00～17:00(祝日、年末年始を除く)
(被害直後の緊急支援は24時間365日対応)

ほっとこーる 043-251-8500

千葉県

公益社団法人 千葉犯罪被害者支援ｾﾝﾀｰ

月～金 10:00～16:00
(祝日、年末年始を除く)

043-222-9977

東京都

東京都性犯罪・性暴力被害者ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ支援ｾﾝﾀｰ
「性暴力支援ﾀﾞｲﾔﾙNaNa」（民間支援団体（SARC東京））

24時間365日

03-5607-0799

かながわ性犯罪・性暴力被害者ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ支援ｾﾝﾀｰ
「かならいん」

24時間365日

045-322-7379

月・水
10:00～21:00
火・木・金 10:00～17:00
(祝日、年末年始を除く)
月～金 10：00～17：00
(祝日、年末年始を除く）

神奈川県 「男性及びLGBTｓ被害者のための専門相談ダイヤル」
＊上記の「かならいん」でも、性別を問わずご相談をお受 火 16:00～20:00（祝日・年末年始を除く）
けしています。
火～木 10:00～16:00
金 10:00～月 16:00(連続対応)
新潟県
性暴力被害者支援ｾﾝﾀｰにいがた
祝日 10:00～翌日 10:00
(年末年始を除く)

050-3786-0799
「りんごの花ﾎｯﾄﾗｲﾝ」
017-777-8349
019-601-3026
HP内の相談ﾌｫｰﾑからﾒｰﾙ送信

045-548-5666

025-281-1020
HP内の相談ﾌｫｰﾑからﾒｰﾙ送信

富山県

性暴力被害ワンストップ支援センターとやま

24時間365日

石川県

いしかわ性暴力被害者支援ｾﾝﾀｰ
「パープルサポートいしかわ」

月～金 8:30～17:15(祝日、年末年始を除く)
緊急医療などの緊急を要する相談は24時間365日 076-223-8955
対応

福井県

性暴力救援ｾﾝﾀｰ・ふくい「ひなぎく」

24時間365日

0776-28-8505

山梨県

やまなし性暴力被害者サポートセンター
「かいさぽ ももこ」

月～金 10:00～16:00
（祝日・年末年始を除く）

055-222-5562
HP内の相談ﾌｫｰﾑからﾒｰﾙ送信

長野県

長野県性暴力被害者支援ｾﾝﾀｰ「りんどうハートながの」

24時間365日

026-235-7123
rindou-heart@pref.nagano.lg.jp

岐阜県

ぎふ性暴力被害者支援ｾﾝﾀｰ

電話・メール相談：24時間365日受付
面接相談(予約制)：月～金 10:00～16:00
(祝日、年末年始を除く)

058-215-8349
HP内の相談ﾌｫｰﾑからﾒｰﾙ送信

静岡県

静岡県性暴力被害者支援ｾﾝﾀｰ SORA

24時間365日

054-255-8710

ﾊｰﾄﾌﾙｽﾃｰｼｮﾝ・あいち

月～土 9:00～20:00
(祝日、年末年始を除く)

0570-064-810
愛知県内からのみ通話可能

性暴力救援センター 日赤なごや なごみ

24時間365日

052-835-0753

愛知県
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地方公共
団体名

施設の名称

相談受付日時

相談電話番号・
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ（ﾒｰﾙ相談を実施
しているｾﾝﾀｰのみ）

三重県

みえ性暴力被害者支援ｾﾝﾀｰ よりこ

月～金 10:00～16:00
(祝日、年末年始を除く)

059-253-4115
yorico@tenor.ocn.ne.jp

滋賀県

性暴力被害者総合ｹｱﾜﾝｽﾄｯﾌﾟびわ湖 SATOCO

24時間365日

090-2599-3105
satoco3105biwako@gmail.com

京都府

京都性暴力被害者ﾜﾝｽﾄｯﾌ相談支援ｾﾝﾀｰ
京都SARA（ｻﾗ）

年中無休 10:00～22:00

075-222-7711

大阪府

性暴力救援ｾﾝﾀｰ・大阪SACHICO

24時間365日

072-330-0799

兵庫県

ひょうご性被害ｹｱｾﾝﾀｰ「よりそい」

月～水、金、土 10:00～16:00
(祝日、12/28～1/4、8/12～16を除く)

078-367-7874(ﾅﾔﾐﾅｼ)

奈良県

奈良県性暴力被害者ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ NARAハート

火～土 9:30～17:30
(祝日・年末年始・月曜日が祝日となるときはその 0742-81-3118
翌日を除く)

和歌山県 性暴力救援ｾﾝﾀｰ和歌山「わかやまmine（ﾏｲﾝ）」

電話相談： 毎日9:00～22:00
(受付は21:30まで。緊急避妊などの緊急医療は
22:00まで。年末年始を除く)
面接相談（予約制）：月～金 9:00～17:45
（祝日、年末年始を除く）

073-444-0099

鳥取県

性暴力被害者支援ｾﾝﾀｰとっとり（クローバーとっとり）

電話相談：月・水・金 10:00～16:00、18:00～20:00
火・木 10:00～16:00(年末年始を除く)
問合せ対応：月～金 9:30～17:00（祝日・年末年始
を除く）

電話相談：0120-946-328
(県内専用ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ)
問合せ対応：0857-32-8211
(県外から通話可能)

島根県

性暴力被害者支援ｾﾝﾀｰ たんぽぽ
(島根県女性相談ｾﾝﾀｰ内)

月～金 8:30～17:15
(祝日、年末年始を除く)

0852-25-3010

岡山県

被害者ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰおかやま（VSCO)
（性犯罪被害者等支援センターおかやま）

月～土 10:00～16:00
(祝日、年末年始を除く)

086-206-7511

広島県

性被害ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｾﾝﾀｰひろしま

24時間365日

082-298-7878

山口県

山口県男女共同参画相談ｾﾝﾀｰ
「やまぐち性暴力相談ﾀﾞｲﾔﾙ あさがお」

24時間365日

083-902-0889

徳島県

性暴力被害者支援ｾﾝﾀｰ
よりそいの樹 とくしま(中央・南部・西部)

24時間365日

共通相談ﾀﾞｲﾔﾙ：0570-003889
中央：088-623-5111
南部：0884-23-5111
西部：0883-52-5111

香川県

性暴力被害者支援ｾﾝﾀｰ「オリーブかがわ」

月～金 9:00～20:00
土
9:00～16:00
(祝日、年末年始を除く)

087-802-5566

愛媛県

えひめ性暴力被害者支援ｾﾝﾀｰ「ひめここ（媛CC）」

24時間365日

089-909-8851

高知県

性暴力被害者ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ こうち

月～土 10:00～16:00
(祝日、年末年始を除く)

080-9833-3500

24時間365日

092-762-0799

月～金 9:00～17:00

0952-26-1750(さがmirai)

福岡県・
北九州市・ 性暴力被害者支援ｾﾝﾀｰ・ふくおか
福岡市
性暴力救援ｾﾝﾀｰ・さが「さがmirai」

※佐賀県立男女共同参画ｾﾝﾀｰ・佐賀県立生涯学習ｾﾝ
火～土 9:00～21:00
ﾀｰ（ｱﾊﾞﾝｾ）においても女性のための総合相談を受け付け
日・祝日 9:00～16:30(ｱﾊﾞﾝｾ)
ています

0952-26-0018(アバンセ)

長崎県

性暴力被害者支援「ｻﾎﾟｰﾄながさき」
(公益社団法人長崎犯罪被害者支援ｾﾝﾀｰ)

月～金 9:30～17:00
(祝日、12/28～1/4を除く)

095-895-8856
HP内の相談ﾌｫｰﾑからﾒｰﾙ送信

熊本県

性暴力被害者のためのｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰゆあさいどくまもと

毎日24時間
(12/28 22:00～1/4 10:00を除く)

096-386-5555
support@yourside-kumamoto.jp

大分県

おおいた性暴力救援ｾﾝﾀｰ「すみれ」

月～金 9:00～20:00
(祝日、年末年始を除く)

097-532-0330

宮崎県

性暴力被害者支援ｾﾝﾀｰ「さぽーとねっと宮崎」

月～金 10:00～16:00
(祝日、年末年始を除く)

0985-38-8300
HP内の相談ﾌｫｰﾑからﾒｰﾙ送信

火～土 10:00～16:00
(祝日、年末年始を除く)

099-239-8787
HP内の相談ﾌｫｰﾑからﾒｰﾙ送信

24時間365日

#7001

佐賀県

鹿児島県 性暴力被害者ｻﾎﾟｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ かごしま 「FLOWER」
沖縄県

「with you おきなわ」
(沖縄県性暴力被害者ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ支援ｾﾝﾀｰ)

・相談受付日時「年末年始」：12/29～1/3
・医療費等の公費負担制度：性犯罪被害者の緊急避妊、人工妊娠中絶、初診料、診断書料、性感染症の検査費用、ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ費用等に要する経費を公費
で負担する制度。
自治体によって制度が異なりますので（制度の有無・公費負担の対象者・対象となる費用等）、詳しくは各ｾﾝﾀｰへお問合せください。
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