１ 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧

都道府県・市区町村の男女共同参画・女性のための総合的な施設
地方公共団
体名

施設の名称

郵便番号
住所

Tel. ・ Fax.
ＵＲＬ

北海道立女性プラザ

〒060-0002
北海道札幌市中央区北２条西 7-1
道民活動センタービル（かでる2・7）6階

Tel.011-251-6329 Fax.011-261-6693
http://www.l-north.jp/

札幌市

札幌市男女共同参画センター

〒060－0808
北海道札幌市北区北8条西3丁目
札幌エルプラザ内

Tel.011-728-1222 Fax.011-728-1229
http://www.danjyo.sl-plaza.jp/

函館市

函館市女性センター

〒042-0042
函館市東川町 11-12

Tel.0138-23-4188 Fax.0138-23-4189
http://www.hakodate-josen.com/

小樽市

小樽市男女共同参画推進プラザ

〒047-0024
北海道小樽市花園 2-10-18
小樽市勤労女性センター内

Tel.0134-22-5904 Fax.0134-22-6081
http://www.city.otaru.lg.jp/simin/sodan/danjo
byoudou/plaza/

旭川市

旭川市ときわ市民ホール

〒070-0035
旭川市5条通4丁目

Tel.0166-23-5577 Fax.0166-26-7610
http //www.asahikawadpc.co.jp/7Tokiwa/tokiwaindex.html

室蘭市

胆振地方男女平等参画センター
「ミンクール」

〒051-0083
室蘭市東町 4-29-1

Tel.0143-44-8184 Fax.0143-44-8191
http://www.kujiran.net/danjo/

釧路市

釧路市男女平等参画センター
「ふらっと」

〒085-0016
釧路市錦町 2-4
釧路ﾌｨｯｼｬｰﾏﾝｽﾞﾜｰﾌMOO 3階

Tel.0154-65-1034 Fax.0154-65-1356
https://furatto946.jimdofree.com/

苫小牧市

苫小牧市男女平等参画推進セン
ター

〒053-0021
北海道苫小牧市若草町 3-3-8

北海道

赤井川村 高齢者・女性等活動支援センター

〒046-0501
北海道余市郡赤井川村字赤井川
318番地1

美深町

〒098-2252
北海道中川郡美深町字西町 22番地

美深町文化会館ＣＯＭ１００

新ひだか
新ひだか町女性センター・みらい
町
青森県

青森市

岩手県

青森県男女共同参画センター
「アピオあおもり」
青森市男女共同参画プラザ
「カダール」

岩手県男女共同参画センター

盛岡市

もりおか女性センター

宮古市

男女共生推進センター
「フラットピアみやこ」

宮城県
仙台市

秋田県

〒056-0019
北海道日高郡新ひだか町静内青柳
2-2-1
〒030-0822
青森県青森市中央 3-17-1
〒030-0801
青森県青森市新町 1-3-7
アウガ 5階
〒020-0045
岩手県盛岡市盛岡駅西通 1-7-1
アイーナ 6階
〒020-0871
岩手県盛岡市中ノ橋通 1-1-10
プラザおでって 5階
〒027-0066 宮古市田の神二丁目
2番5号

〒980-8555
仙台市男女共同参画推進センター 宮城県仙台市青葉区一番町 4-11-1
141ビル(仙台三越定禅寺通り館)
「エル・パーク仙台」
5階・6階
〒980-6128
仙台市男女共同参画推進センター
宮城県仙台市青葉区中央 1-3-1
「エル・ソーラ仙台」
アエル 28階・29階
〒017-0842
秋田県北部男女共同参画センター
秋田県大館市字馬喰町 48-1
〒010-0001
秋田県中央男女共同参画センター 秋田県秋田市中通 2-3-8
アトリオン 6階
〒013-0046
秋田県南部男女共同参画センター
秋田県横手市神明町 1-9
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Tel.0144-32-3544 Fax.0144-37-2223
http://www.tomakomaishakyo.or.jp/danjo/danjo1.shtml
Tel.0135-35-2050 Fax.
http://www.akaigawa.com/kanko/shisetsu/ca
te3/
Tel.01656-2-1744 Fax.01656-2-3672
http://www.town.bifuka.hokkaido.jp/cms/secti
on/
kyouiku/qgeqg00000002v9e.html
Tel.0146-42-7700 Fax.0146-42-7701
http://shinhidaka.com/sisetu/sonohoka/zyos
eicenter/mirai.html
Tel.017-732-1085 Fax.017-732-1073
http://www.apio.pref.aomori.jp/gender/
Tel.017-776-8800 Fax.017-776-8828
https://www.city.aomori.aomori.jp/jinkendanjo/shiseijouhou/matidukuri/danjokyoudou-sankaku/02.html
Tel.019-606-1761 Fax.019-606-1765
http://danjo12.wixsite.com/iwatedanjosankaku
Tel.019-604-3303 Fax.050-2013-4750
http://mjc.sankaku-npo.jp/
Tel.0193-62-2352 Fax.0193-64-7046
http://www.city.miyako.iwate.jp/kankyo/flatpi
a_miyako.html
Tel.022-268-8300 Fax.022-268-8304
https://www.sendai-l.jp/center/lp/
Tel.022-268-8041 Fax.022-268-8045
https://www.sendai-l.jp/center/ls/
Tel.0186-49-8552 Fax.0186-49-8589
http://akita-h-danjo.jimdo.com/
Tel.018-836-7853 Fax.018-836-7854
http://akitawmc.com/
Tel.0182-33-7018 Fax.0182-33-7038
http://www.akita-south-gender.org/

１ 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧
地方公共団
体名

施設の名称

郵便番号
住所

Tel. ・ Fax.
ＵＲＬ

〒016-0842
能代市男女共同参画支援コーナー 秋田県能代市追分町 4-26
能代市勤労青少年ホーム内
〒010-0502
男鹿市男女共同参画推進活動室 秋田県男鹿市船川港比詰字大沢田
44-4

Tel 0185-52-0355 Fax.0185-52-0355
http://www.city.noshiro.akita.jp/c.html?seq=59
69
Tel.0185-24-3140 Fax.0185-24-3140
http://winet.nwec.jp/sisetu/sisetu_summary.p
hp3?back=1&id%5B%5D=3621

湯沢市

湯沢市男女共同参画センター
「はあとぴあ」

〒012-0826
秋田県湯沢市柳町 2-1-39

Tel.0183-72-5750 Fax.0183-72-5750
http://www.city-yuzawa.jp/danjokyodo01/114

潟上市

潟上市男女共同参画センター
「ウィズ」

〒018-1401
秋田県潟上市昭和大久保字元木田
152

Tel. 018-853-5302(潟上市役所)
Fax. 018-853-5211（潟上市役所）
http://www.city.katagami.lg.jp/index.cfm/13,2
608,70,241,html

能代市

男鹿市

〒014-0027
秋田県大仙市大曲通町 8-36
大仙市
大仙市市民活動交流拠点センター
市民活動交流拠点センター
(Anbee大曲)
〒018-3311
北秋田市男女共同参画活動拠点
秋田県北秋田市材木町 2-2
北秋田市
施設 「ハートフルプラザ・北秋田」
北秋田市交流センター内
〒014-0368
仙北市
仙北市男女共同参画拠点施設
秋田県仙北市角館町中菅沢 77-30
仙北市角館交流センター内
〒010-0443
大潟村男女共同参画拠点施設
秋田県南秋田郡大潟村字中央 1-21
大潟村
「ちゃっこ」
大潟村公民館内
〒990-0041
山形県男女共同参画センター
山形県山形市緑町 1-2-36
山形県
「チェリア」
遊学館 2階
山形市

酒田市

遊佐町
福島県

山形市男女共同参画センター
「ファーラ」

〒990-0832
山形県山形市城西町 2-2-22

〒998-0044
酒田市男女共同参画推進センター
山形県酒田市中町 3-4-5
「ウィズ」
交流ひろば 1階
〒999-8301
遊佐町生涯学習センター
山形県飽海郡遊佐町遊佐字鶴田
52-2
福島県男女共生センター
〒964-0904
「女と男の未来館」
福島県二本松市郭内 1-196-1

Tel.0187-88-8039

Fax. 0187-62-3177

Tel 0186-63-2321 Fax.0186-63-2322
https://www.city.kitaakita.akita.jp/chiiki_wadai
/2007/02/0205/heartfulplaza/aishou.htm
Tel.0187-54-1003
Fax.0187-54-1004
http://winet.nwec.jp/sisetu/sisetu_summary.p
hp3?back=1&id%5B%5D=3593
Tel 0185-45-2611

Fax.0185-45-2661

Tel.023-629-7751 Fax.023-629-7752
http://yamagata-cheria.org/
Tel 023-645-8077 Fax.023-645-8055
https://www.city.yamagatayamagata.lg.jp/shiseijoho/sub9/danjokyodo/2
7506pd1121143752.html
Tel.0234-26-5616 Fax.0234-26-5617
http://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/danjyo/d
anjyokyoudou_with.html
Tel.0234-72-2236 Fax.0234-71-1222
http://www.town.yuza.yamagata.jp/web_data/
gcenterweb/
Tel 0243-23-8301 Fax.0243-23-8312
http://www.f-miraikan.or.jp
Tel.024-525-3784 Fax.024-522-1528
https://www.city.fukushima.fukushima.jp/danj
okyodou/kurashi/kyodosankaku/kinou.html
Tel 024-924-0900 Fax.024-924-0904
http://www.bunkamanabi.or.jp/sankaku/index.html
Tel 0246-27-8694 Fax.0246-27-8641
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/150
7716229609/index.html
Tel 029-233-3982 Fax.029-233-1330
http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/jos
ei/index.html
Tel 029-226-3161 Fax.029-226-3162
http://www.city.mito.lg.jp

福島市

福島市男女共同参画センター
「ウィズ・もとまち」

〒960-8035
福島市本町2番6号

郡山市

郡山市男女共同参画センター
「さんかくプラザ」

〒963-8876
福島県郡山市麓山 2-9-1

いわき市

いわき市男女共同参画センター

〒973-8408
福島県いわき市内郷高坂町四方木田
191番地

女性プラザ男女共同参画支援室

〒310-0011
茨城県水戸市三の丸 1-7-41

水戸市

水戸市男女平等参画センター
「びよんど」

〒310-0063
茨城県水戸市五軒町 1-2-12

日立市

日立市女性センター
「らぽーるひたち」

Tel.0294-36-0554 Fax.0294-38-2460
http://rapporthitachi.jp/

土浦市

土浦市男女共同参画センター

〒316-0036
茨城県日立市鮎川町 1-1-10
〒300-0036
茨城県土浦市大和町 9-1
ウララビル 2階

ひたち
なか市

ひたちなか市男女共同参画セン
ター

〒312-0018
茨城県ひたちなか市笹野町 2-8-2

Tel.029-354-0167 Fax.029-354-0167
http://www.city.hitachinaka.lg.jp/

阿見町

阿見町男女共同参画センター
「AMIふらっとセンター」

〒300-0333
茨城県稲敷郡阿見町若栗 1886-1
阿見町中央公民館 1階

Tel.Fax.029-896-3181
http://www.town.ami.lg.jp/

茨城県
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Tel.029-827-1107 Fax.029-827-1234
http://www.city.tsuchiura.lg.jp/

１ 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧
地方公共団
体名

施設の名称

郵便番号
住所

とちぎ男女共同参画センター
「パルティ」

〒320-0071
栃木県宇都宮市野沢町 4-1

宇都宮市

宇都宮市男女共同参画推進セン
ター 「アコール」

〒320-0845
栃木県宇都宮市明保野町 7-1

足利市

足利市男女共同参画センター

〒326-0823
栃木県足利市朝倉町 264

佐野市

佐野市男女共同参画推進センター 〒327-0398
｢パレットプラザさの」
栃木県佐野市田沼町 974-3

栃木県

日光市女性サポートセンター

〒321-1443
栃木県日光市清滝桜ケ丘町 210-7

小山市男女共同参画センター

〒323-0031
栃木県小山市八幡町 1-4-5

ぐんま男女共同参画センター
「とらいあんぐるん」

〒371-0026
群馬県前橋市大手町 1-13-12

前橋市

前橋市男女共同参画センター

〒371-0023
群馬県前橋市本町 1-5-2

高崎市

高崎市市民活動センター
「ソシアス」

〒370-3531
群馬県高崎市足門町 1669-2

日光市

小山市

群馬県

埼玉県

さいたま
市

川越市

熊谷市

川口市

〒330-0081
埼玉県男女共同参画推進センター
埼玉県さいたま市中央区新都心 2-2
「Ｗｉｔｈ Ｙｏｕ さいたま」
ホテルブリランテ武蔵野 3･4階
〒330-0854
さいたま市男女共同参画推進
埼玉県さいたま市大宮区桜木町
センター
1-10-18
「パートナーシップさいたま」
シーノ大宮センタープラザ 3階
〒350-1124
川越市男女共同参画推進施設
埼玉県川越市新宿町 1-17-17
ウェスタ川越 3階
〒360-0037
熊谷市男女共同参画推進センター
埼玉県熊谷市筑波 3-202
「ハートピア」
ティアラ21（4階）
〒332-0015
川口市男女共同参画活動拠点施
埼玉県川口市川口 1-1-1
設
キュポ・ラ本館棟M 4階

行田市

行田市男女共同参画推進センター 〒361-0032
「ＶＩＶＡぎょうだ」
埼玉県行田市佐間 3-23-6

所沢市

〒359-1122
所沢市男女共同参画推進センター
埼玉県所沢市寿町 27-7
「ふらっと」
コンセールタワー所沢 2階

加須市

加須市女性センター

〒347-0055
埼玉県加須市中央 2-4-17
市民プラザかぞ5階

春日部市

春日部市男女共同参画推進
センター 「ハーモニー春日部」

〒344-0063
埼玉県春日部市緑町 3-3-17

狭山市

狭山市男女共同参画センター

〒350-1305
埼玉県狭山市入間川 1-3-1

羽生市

羽生市女性センター
「パープル羽生」

〒348-0053
埼玉県羽生市南 5-4-3

鴻巣市

鴻巣市市民活動センター内
男女共同参画コーナー

〒365-0038
埼玉県鴻巣市本町 1-2-1

深谷市
上尾市

〒366-0052
深谷市男女共同参画推進センター
埼玉県深谷市上柴町西 4-2-14
「Ｌ・フォルテ」
アリオ深谷 3階キララ上柴内
〒362-0014
上尾市男女共同参画推進センター
埼玉県上尾市本町1-1-2
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Tel. ・ Fax.
ＵＲＬ
Tel 028-665-7700 Fax.028-665-7722
http://www.parti.jp/
Tel.028-636-4075 Fax.028-636-4079
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shisei/k
oryu/danjo/1009426.html
Tel.0284-73-8080 Fax.0284-73-8066
http://www.shimin-plaza.ashikaga-mbs.or.jp
Tel.0283-61-1140 Fax.0283-61-1142
http://www.city.sano.lg.jp/komoku/byoudou/i
ndex.html
Tel.0288-53-1010 Fax.0288-53-1010
http://www.city.nikko.lg.jp/jinkendanjo/gyouse
i/shisei/danjo/support-center.html
Tel.0285-22-8078 Fax.0285-22-8079
http://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/16/1
725.html
Tel.027-224-2211 Fax.027-224-2214
http://www.pref.gunma.jp/07/p03100039.html
Tel 027-898-6517 Fax.027-221-6200
https://www.city.maebashi.gunma.jp/shisetsu
/1/7/13190.html
Tel.027-329-7114 Fax.027-372-3120
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014
010600684/
Tel.048-601-3111 Fax.048-600-3802
http://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/
Tel.048-642-8107 Fax.048-643-5801
https://www.city.saitama.jp/006/010/002/
Tel.049-249-3777 Fax.049-249-1180
http://www.westa-kawagoe.jp
Tel.048-599-0011 Fax.048-599-0012
http://www.city.kumagaya.lg.jp/shisetsu/kura
shi/danjokyodosankaku.html
Tel.048-227-7605 Fax.048-226-7718
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/0106
0/020/8/index.html
Tel.048-556-9301 Fax.048-556-9310
http://www.city.gyoda.lg.jp/kurashi/chiiki/viva
/index.html
Tel.04-2921-2220 Fax.04-2921-2270
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/shisetu
/bunka/flat/
Tel.0480-62-1111(人権･男女共同参画課)
Fax.0480-62-5981(人権･男女共同参画課)
http://www.kazocity.or.jp/plaza/female_center.html
Tel.048-731-3333 Fax.048-733-0071
http://www.harmonykasukabe.jp/index.html
Tel.04-2937-3617 Fax.04-2937-3616
http://www.city.sayama.saitama.jp/shisei/danj
o/index.html
Tel.048-561-1681 Fax.048-562-1889
http://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2009060101
809/
Tel.048-577-3512 Fax.048-577-3949
http://www.city.kounosu.saitama.jp/shisetsu/
2/1525657718526.html
Tel.048-573-4761 Fax.048-574-5868
http://www.city.fukaya.saitama.jp/shisei/jinke
ndanjo/1391555749862.html
Tel.048-778-5111 Fax.048-778-5112
http://www.city.ageo.lg.jp/soshiki/s209500/
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地方公共団
体名

施設の名称

郵便番号
住所

〒340-0013
埼玉県草加市松江 1-1-5
〒343-0025
越谷市男女共同参画支援センター
埼玉県越谷市大沢 3-6-1
「ほっと越谷」
パルテきたこし 3階

Tel.048-931-9325 Fax.048-936-4690
https://soka-bunka.jp/publics/index/23/

戸田市

上戸田地域交流センター
「あいパル」

〒335-0022
戸田市上戸田 2-21-1

Tel.048-229-3133 Fax.048-229-3996
http://www.ipal-friendship.net/

入間市

入間市男女共同参画推進センター

〒358-0003
埼玉県入間市豊岡 4-2-2

Tel.04-2964-2536 Fax.04-2964-2539
http://irumadanjyo.seesaa.net/

朝霞市

朝霞市女性センター
「それいゆぷらざ」

Tel.048-463-2697 Fax.048-463-0524
https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/4/sisetua
nnai.html

新座市

新座市男女共同参画推進プラザ

桶川市

桶川市男女共同参画コーナー
「アソシエ」

〒351-0016
埼玉県朝霞市青葉台 1-7-1
（中央公民館・コミュニティセンター内）
〒352-0001
埼玉県新座市東北 2-36-11
(新座市生涯学習センター内）
〒363-8501
埼玉県桶川市泉1-3-28

八潮市

八潮市役所駅前出張所内
「八潮女性サロン」

〒340-0822
埼玉県八潮市大瀬 1-1-1
マインループ １階

坂戸市

坂戸市勤労女性センター
「リーベン」

〒350-0214
埼玉県坂戸市千代田 1-1-22

鶴ヶ島市

鶴ヶ島市女性センター
「ハーモニー」

〒350-2213
埼玉県鶴ヶ島市大字脚折 1922-7

吉川市

吉川市民交流センター
「おあしす」

〒342-0058
埼玉県吉川市きよみ野 1-1

草加市
越谷市

上里町
千葉県

千葉市

草加市文化会館内
「男女共同参画さわやかサロン」

Tel. ・ Fax.
ＵＲＬ

上里町男女共同参画推進センター 〒369-0306
「ウィズ・ユー上里」
埼玉県児玉郡上里町七本木 393
〒260-0001
千葉県男女共同参画センター
千葉県千葉市中央区都町 2-1-12
千葉県都町合同庁舎 1階
〒260-0844
千葉市男女共同参画センター
千葉県千葉市中央区千葉寺町 1208-2
千葉市ハーモニープラザ内

市川市

市川市男女共同参画センター
「ウィズ」

〒272-0034
千葉県市川市市川 1-24-2

船橋市

船橋市男女共同参画センター

〒273-0005
千葉県船橋市本町1-3-1
フェイスビル 5階

松戸市

松戸市女性センター
「ゆうまつど」

〒271-0091
千葉県松戸市本町 14-10

〒286-0017
千葉県成田市赤坂 2-1-14
ボンベルタ成田アネックス館 B棟 2階
〒285-0837
佐倉市男女平等参画推進センター
千葉県佐倉市王子台 1-23
佐倉市
「ミウズ」
レイクピアウスイ 3階
〒275-0016
習志野市男女共同参画センター
千葉県習志野市津田沼 5-12-12
習志野市
「ステップならしの」
サンロード津田沼 5階
〒277-0005
柏市
柏市男女共同参画センター
千葉県柏市柏 1-7-1-301
DayOneタワー 3階 パレット柏内
〒276-0033
八千代市 八千代市男女共同参画センター
千葉県八千代市八千代台南 1-11-6
八千代台東南公共センター 4階
〒273-0101
鎌ケ谷市男女共同参画推進セン
千葉県鎌ケ谷市富岡 1-1-3
鎌ケ谷市
ター
ショッピングプラザ鎌ケ谷 3階
〒279-0004
浦安市男女共同参画センター
千葉県浦安市猫実 １-1-2
浦安市
「ルピナス」
浦安市文化会館2階

成田市

成田市男女共同参画センター

12

Tel.048-970-7411 Fax.048-970-7412
http://hot-koshigaya.jp/

Tel.048-486-8639

Fax.048-472-4617

Tel.048-788-4907 Fax.048-787-5409
https://www.city.okegawa.lg.jp
Tel. 048-996-2159
(人権･男女共同参画課)
https://www.city.yashio.lg.jp/smph/shisei/jink
en_danjo/dvsoudansiensitu/josei.html
Tel.049-281-3595 Fax.049-283-1640
http://www.city.sakado.lg.jp
Tel 049-287-4755 Fax.049-271-5297
https://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/pag
e000338.html
Tel.048-984-1888 Fax.048-983-5500
http://www.yoshikawa-oasis-tosho.info/
Tel.0495-35-1357 Fax.0495-34-2523
http://www.town.kamisato.saitama.jp/1527.ht
m
Tel.043-420-8411 Fax.043-420-8581
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyousei/index.html
Tel.043-209-8771 Fax.043-209-8776
http://www.chp.or.jp/danjo/index.html
Tel.047-322-6700 Fax.047-322-6888
http://www.city.ichikawa.lg.jp/gen05/1111000
001.html
Tel.047-423-0757 Fax.047-423-3436
https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/danjy
okyoudou/005/p011270.html
Tel.047-364-8778 Fax.047-364-7888
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsuguide/kaikan_hole/yuu_matsudo/index.html
Tel.0476-36-5569 Fax.0476-20-6143
http://www.city.narita.chiba.jp/environment/p
age104000.html
Tel 043-460-2580 Fax.043-460-2582
http://mews.shiteikanri-sakura.jp
Tel 047-453-9307 Fax.047-453-9327
https://www.city.narashino.lg.jp/joho/danjoky
odo/index.html
Tel.04-7167-1127 Fax. 04-7165-7323
http://www.city.kashiwa.lg.jp/sankakueye/
Tel.047-485-6505 Fax.047-485-7398
http://www.city.yachiyo.chiba.jp/102500/page
000021.html
Tel.047-401-0891 Fax.047-401-0892
http://www.city.kamagaya.chiba.jp/sesakumid
ashi/sesaku-danjokyoudo/danjo_center
Tel.047-712-6803 Fax.047-353-1145
http://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/danjo/
center/index.html

１ 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧
地方公共団
体名
白井市

東京都

施設の名称

郵便番号
住所

白井市青少年女性センター

〒270-1415
千葉県白井市清戸 766-1
白井市福祉センター

東京ウィメンズプラザ

〒 150-0001
東京都渋谷区神宮前 5-53-67
〒102-8688
東京都千代田区九段南 1-2-1
千代田区役所10階
〒104-0043
東京都中央区湊 1-1-1
〒105-0023
東京都港区芝浦 1-16-1
みなとパーク芝浦

千代田区

千代田区男女共同参画センター
「ＭＩＷ（ミュウ）」

中央区

中央区立女性センター
「ブーケ２１」

港区

港区立男女平等参画センター
「リーブラ」

新宿区

新宿区立男女共同参画推進セン
ター 「ウィズ新宿」

文京区

文京区男女平等センター

台東区

台東区立男女平等推進プラザ
「はばたき２１」

墨田区

すみだ女性センター

江東区

江東区男女共同参画推進センター

〒135-0011
東京都江東区扇橋 3-22-2

品川区

品川区男女共同参画センター

〒140-0011
東京都品川区東大井 5-18-1
品川区立総合区民会館 3階

〒160-0007
東京都新宿区荒木町 16
〒113-0033
東京都文京区本郷 4-8-3
〒111-8621
東京都台東区西浅草 3-25-16
生涯学習センター 4階
〒131-0045
東京都墨田区押上 2-12-7-111
セトル中之郷内

〒153-0061
東京都目黒区中目黒 2-10-13
中目黒スクエア内
大田区立男女平等推進センター
〒143-0016
大田区
「エセナおおた」
東京都大田区大森北 4-16-4
〒154-0004
世田谷区立男女共同参画センター
東京都世田谷区太子堂 1-12-40
世田谷区
「らぷらす」
グレート王寿ビル 3～5階
〒150-0031
渋谷男女平等・ダイバーシティセン
東京都渋谷区桜丘町 23-21
渋谷区
ター「アイリス」
渋谷区文化総合センター大和田 8階
杉並区立男女平等推進センター
〒167-0051
杉並区
「ゆう杉並」
東京都杉並区荻窪 1-56-3
〒171-0021
豊島区立男女平等推進センター
東京都豊島区西池袋 2-37-4
豊島区
「エポック１０」
としま産業振興プラザ（IKE・Biz） 3階
〒114-8503
スペースゆう
東京都北区王子 1-11-１
北区
(北区男女共同参画活動拠点施設)
北とぴあ 5階
目黒区

荒川区

目黒区男女平等・共同参画セン
ター

荒川区立男女平等推進センター
「アクト２１」

〒116-0012
東京都荒川区東尾久 5-9-3

Tel. ・ Fax.
ＵＲＬ
Tel 047-492-2022 Fax.047-492-2021
http://www.shiroisyakyo.jp/contents/busines
s-guide/welfare-center/youth-center/
Tel.03-5467-1711 Fax.03-5467-1977
http://www1.tokyo-womensplaza.metro.tokyo.jp/
Tel.03-5211-8455 Fax.03-5211-8846
http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/da
njo/miw/index.html
Tel.03-5543-0651 Fax.03-5543-0652
http://bouquet21.genki365.net/
Tel.03-3456-4149 Fax.03-3456-1254
https://www.minatolibra.jp/
Tel.03-3341-0801 Fax.03-3341-0740
http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/index12_0
1.html
Tel.03-3814-6159 Fax.03-5689-4534
https://www.bunkyo-danjo.jp/
Tel.03-5246-5816 Fax.03-5246-5814
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jinke
n/habataki21/index.html
Tel.03-5608-1771 Fax.03-5608-1770
https://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_info/tamo
kuteki/sumida_zyoseicenter/index.html
Tel.03-5683-0341 Fax.03-5683-0340
https://www.city.koto.lg.jp/kurashi/jinken/dan
jyo/center/index.html
Tel03-5479-4104 Fax.03-5479-4111
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kuseiz
yoho/kuseizyoho-zinken/kuseizyoho-zinkenkyodosankaku/kuseizyoho-zinkenkyodosankaku-center/index.html
Tel.03-5721-8570 Fax.03-5721-8574
https://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/sh
isetsu/sonota/danjo/
Tel.03-3766-4586 Fax.03-5764-0604
http://www.escenaota.jp/
Tel.03-6450-8510 Fax.03-6450-8511
http://www.laplace-setagaya.net/
Tel.03-3464-3395 Fax.03-3464-3398
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/sisetsu/bunk
a/oowada/iris.html
Tel.03-3393-4410 Fax.
http://www.city.suginami.tokyo.jp/
Tel.03-5952-9501 Fax.03-5391-1015
http://www.city.toshima.lg.jp
Tel.03-3913-0161 Fax.03-3913-0081
http://www.city.kita.tokyo.jp/tayosei/kurashi/
jinken/spaceyu/index.html
Tel.03-3809-2890 Fax.03-3809-2891
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/shisetsu/bu
nkacommu/act21shisetsu.html

〒173-0015
東京都板橋区栄町 36-1
板橋区立グリーンホール 7階

板橋区

板橋区立男女平等推進センター
「スクエアー・I（あい)」

区職員不在施設のため連絡先は下記の
とおり
（連絡先）
〒173-0014板橋区大山東町 32-15
板橋区保健所5階
板橋区総務部男女社会参画課
Tel. 03-3579-2486
Fax. 03-3579-1351
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https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tet
suduki/jinken/danjo/square/1002339.
html

１ 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧
地方公共団
体名

施設の名称

郵便番号
住所

練馬区

練馬区立男女共同参画センター
「えーる」

〒177-0041
東京都練馬区石神井町 8-1-10

足立区

足立区男女参画プラザ

〒123-0851
東京都足立区梅田 7-33-1

葛飾区

葛飾区男女平等推進センター
「ウィメンズパル」

〒124-0012
東京都葛飾区立石 5-27-1

江戸川区 江戸川区女性センター

〒134-0091
東京都江戸川区船堀 4-1-1
タワーホール船堀 3階

八王子市 八王子市男女共同参画センター

〒192-0082
東京都八王子市東町 5-6

立川市

立川市女性総合センター
「アイム」

〒190-0012
東京都立川市曙町 2-36-2

〒180-0022
武蔵野市 武蔵野市立男女平等推進センター 東京都武蔵野市境 ２-３-７
市民会館１階
三鷹市

府中市

調布市

町田市

三鷹市女性交流室

〒181-0013
東京都三鷹市下連雀 3-30-12
三鷹市中央通りタウンプラザ 4階

〒183-0034
東京都府中市住吉町 1-84
ステーザ府中中河原 4階
〒182-0022
調布市男女共同参画推進センター 東京都調布市国領町 2-5-15
コクティー 3階 (市民プラザあくろす内)
男女共同参画センター
「フチュール」

町田市男女平等推進センター

〒194-0013
東京都町田市原町田 4-9-8

〒187-0031
東京都小平市小川東町 4-2-1
元気村おがわ東 2階
〒191-0062
日野市立男女平等推進センター
東京都日野市多摩平 2-9
日野市
「ふらっと」
多摩平の森ふれあい館 2階
〒186-0001
東京都国立市北1-14-1
国立市 くにたち男女平等参画ステーション
国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ
内
〒185-0034
国分寺市立男女平等推進センター
東京都国分寺市光町 1-46-8
国分寺市
「ライツこくぶんじ」
ひかりプラザ ２階
〒204-0021
清瀬市男女共同参画センター
東京都清瀬市元町 1-2-11
清瀬市
「アイレック」
アミュービル 4階
小平市

小平市男女共同参画センター
「ひらく」

東久留米 東久留米市男女平等推進センター 〒203-8555
市
「フィフティ2」
東京都東久留米市本町 3-3-1
武蔵村山 男女共同参画センター
市
「ゆーあい」

〒208-0012
東京都武蔵村山市緑が丘 1460番地
1111号棟 1階
(緑が丘ふれあいセンター内)
〒206-0011
東京都多摩市関戸 4-72
ヴィ－タ・コミュ－ネ 7階

多摩市

多摩市立TAMA女性センター

稲城市

稲城市男女平等推進センター

〒206-0802
東京都稲城市東長沼 2112番地1
地域振興プラザ内

西東京市

西東京市男女平等推進センター
「パリテ」

〒202-0005
東京都西東京市住吉町 6-15-6
住吉会館内
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Tel. ・ Fax.
ＵＲＬ
Tel.03-3996-9005 Fax.03-3996-9010
https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/bu
nka/sankakucenter/yell.html
Tel.03-3880-5222 Fax.03-3880-0133
http://www.city.adachi.tokyo.jp/sankaku/shis
etsu/toshokan/027.html
Tel.03-5698-2211 Fax.03-5698-2315
http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/10
00097/1006912/1006929.html
Tel.03-5676-2455 Fax.03-5676-2458
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e004/kuse
ijoho/gaiyo/shisetsuguide/bunya/kosodate/jo
seicenter/
Tel.042-648-2230 Fax.042-644-3910
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/shi
min/003/index.html
Tel.042-528-6801 Fax.042-528-6805
http://www.city.tachikawa.lg.jp/danjo/shisetsu
/sonota/005.html
Tel.0422-37-3410 Fax.0422-38-6239
http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide
/shiminkatsudo/danjokyodosankaku/danjocen
ter/index.html
Tel. & Fax.0422-43-7812
（（公財）三鷹国際交流協会（ＭＩＳＨＯＰ））
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/003
/003642.html
Tel.042-351-4600 Fax.042-351-4603
http://www.city.fuchu.tokyo.jp/
Tel.042-443-1213 Fax.042-443-1212
http://chofu-danjyo.jp/
Tel.042-723-2908 Fax.042-723-2946
https://www.city.machida.tokyo.jp/community
/danjo/center/shimin05.html
Tel.042-346-9618 Fax.042-346-9575
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/050
/050800.html
Tel.042-584-2733 Fax.042-584-2748
http://www.city.hino.lg.jp/index.cfm/195,1198,
339,1976,html
Tel.042-501-6990 Fax.042-501-6991
http://kuni-sta.com
Tel.042-573-4378 Fax.042-573-4388
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/10
11887/1011901/byoudou/1002816.html
Tel.042-495-7002 Fax.042-495-7008
http://www.city.kiyose.lg.jp/hp/page00000140
0/hpg000001333.htm
Tel.042-472-0061 Fax.042-472-1131
http://www.city.higashikurume.lg.jp/shisetsu/
shikanren/danjo/index.html
Tel.042-590-0755 Fax.042-567-1433
https://fureai.csplace.com/
Tel.042-355-2110 Fax.042-339-0491
http://www.city.tama.lg.jp/bunka/bunka/5841
/004021.html
Tel.042-378-2112 Fax.042-378-6971
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kosodate/shak
aikyouiku/plaza/shisetsu/danjobyoudousuisin
center.html
Tel.042-439-0075 Fax.042-422-5375
http://www.city.nishitokyo.lg.jp/sisetu/itiran/
other/dannjyo.html

１ 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧
地方公共団
体名

施設の名称

郵便番号
住所

〒251-0025
神奈川県立かながわ男女共同参画
神奈川県藤沢市鵠沼石上 2-7-1
センター 「かなテラス」
県藤沢合同庁舎 2階
〒244-0816
男女共同参画センター横浜
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町
「フォーラム」
435-1
男女共同参画センター横浜南
〒 232-0006
横浜市
「フォーラム南太田」
神奈川県横浜市南区南太田 1-7-20
〒225-0012
男女共同参画センター横浜北
神奈川県横浜市青葉区あざみ野南
「アートフォーラムあざみ野」
1-17-3
川崎市男女共同参画センター
〒213-0001
川崎市
「すくらむ２１」
神奈川県川崎市高津区溝口 2-20-1
〒252-0143
相模原市立男女共同参画推進セン
神奈川県相模原市緑区橋本 6-2-1
相模原市
ター 「ソレイユさがみ」
シティ・プラザはしもと内
〒238-0041
横須賀市 デュオよこすか
神奈川県横須賀市本町 2-1
横須賀市立総合福祉会館 5階
〒253－0044
茅ヶ崎市男女共同参画推進セン
神奈川県茅ヶ崎市新栄町 12－12
茅ヶ崎市
ター 「いこりあ」
茅ヶ崎トラストビル 4階
〒250-0105
南足柄市 南足柄市女性センター
神奈川県南足柄市関本 591－1
ヴェルミ3 3階
〒950-0994
新潟ユニゾンプラザ内
新潟県新潟市中央区上所 2-2-2
新潟県
（公財）新潟県女性財団
新潟ユニゾンプラザ 2階
〒950-0082
新潟市男女共同参画推進センター
新潟県新潟市中央区東万代町 9-1
新潟市
「アルザにいがた」
万代市民会館 3階
〒940-0062
長岡市男女平等推進センター
新潟県長岡市大手通 2-2-6
長岡市
「ウィルながおか」
ながおか市民センター 2階

神奈川県

三条市

上越市
富山県

三条市男女共同参画センター

〒955-0844
新潟県三条市桜木町 12-38
三条ものづくり学校内

〒943-0821
上越市男女共同参画推進センター
新潟県上越市土橋1914-3
「ウィズじょうえつ」
上越市市民プラザ 2階
富山県民共生センター
〒930-0805
「サンフォルテ」
富山県富山市湊入船町 6-7

富山市

〒930-0002
富山市男女共同参画推進センター 富山県富山市新富町 1-2-3
CiCビル 3階

高岡市

高岡市男女平等推進センター

石川県

石川県女性センター

〒933-0023
富山県高岡市末広町 1-7
ウイング・ウイング高岡 6階
〒920-0861
石川県金沢市三社町 1-44

金沢市

金沢市女性センター

〒920-0861
石川県金沢市三社町 1-44

七尾市

フォーラム七尾

〒926-0811
石川県七尾市御祓町1
パトリア 4階

加賀市

〒922-0431
セミナーハウスあいりす
石川県加賀市山田町ﾘ 243
「女性センター」女性団体事務室／
(加賀市中央公園内)
相談室（あいりす電話）
セミナーハウスあいりす1階

輪島市

輪島市女性センター

野々市市 野々市市女性センター

Tel. ・ Fax.
ＵＲＬ
Tel.0466-27-2111 Fax.0466-25-6499
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/top.ht
ml
Tel.045-862-5050 Fax.045-865-4671
https://www.women.city.yokohama.jp/y/
Tel.045-714-5911 Fax.045-714-5912
https://www.women.city.yokohama.jp/m/
Tel.045-910-5700 Fax.045-910-5755
https://www.women.city.yokohama.jp/a/
Tel.044-813-0808 Fax.044-813-0864
https://www.scrum21.or.jp/
Tel.042-775-1775 Fax.042-775-1776
http://www.soleilsagami.jp/
Tel.046-822-0804 Fax.046-822-0804
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2420/s
isetu/fc100000850.html
Tel.0467-57-1414 Fax.0467-57-1666
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/danjyo/
index.html
Tel.0465-73-8211 Fax.0465-70-1832
http://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/s
hisetsu/siminkatsudou/jyosei_center.html
Tel.025-285-6610 Fax.025-285-6630
https://www.npwf.jp/
Tel.025-246-7713 Fax.025-246-8080
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/danjo/al
za/
Tel.0258-39-2746 Fax.0258-39-2747
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/c
ate14/will/
Tel.0256-34-5624 Fax.0256-33-5732
https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/shimi
mbu/chiikikeieika/tiikishinkou/danjyokyoudou
sankaku/986.html
Tel.025-527-3624 Fax.025-522-8240
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/danj
o/
Tel 076-432-4500 Fax.076-432-5525
https://www.sunforte.or.jp/
Tel.076-433-1760 Fax.076-433-1761
https://www.city.toyama.toyama.jp/shiminseik
atsubu/danjyokyodosankaku/kyodosankakusui
shin.html
Tel.0766-20-1810 Fax.0766-20-1815
https://www.city.takaoka.toyama.jp/gec/kuras
hi/kyodosankaku/center/index.html
Tel.076-263-0115 Fax.076-263-0118
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/jyoseicenter/
Tel.076-223-1265 Fax.076-223-6299
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/22075/jyose
i/jyosei.html
Tel.0767-52-5222

・加賀市各種団体女性連絡協議会
Tel.0761-73-5529（火）
・加賀市女性協議会
Tel.0761-73-5550（月・水・金）
Fax.0761-73-5550

〒928-0076
石川県輪島市鳳至町石浦町83番地1

Tel.0768-22-7620

〒921-8805
石川県野々市市稲荷4丁目 155

Tel.076-246-0810
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Fax.0767-52-5239

Fax.0768-22-7640

１ 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧
地方公共団
体名
福井県

施設の名称
福井県生活学習館
「ユー・アイふくい」

福井市

福井市男女共同参画・子ども家庭
センター

敦賀市

敦賀市男女共同参画センター

鯖江市

夢みらい館・さばえ

越前市

越前市男女共同参画センター
「あんだんて」

山梨県

甲府市

長野県

郵便番号
住所
〒918-8135
福井県福井市下六条町 14-1
〒910-0858
福井県福井市手寄 1-4-1
アオッサ 5階
〒914-0051
福井県敦賀市本町 2-1-20
南公民館 3階
〒916-0021
福井県鯖江市三六町 1-4-20
〒915-0071
福井県越前市府中 1-11-2
アル･プラザ平和堂武生店 4階

山梨県立男女共同参画推進セン
ター 「ぴゅあ総合」

〒400-0862
山梨県甲府市朝気 1-2-2

山梨県立男女共同参画推進セン
ター 「ぴゅあ峡南」

〒409-2305
山梨県南巨摩郡南部町内船 9353-2

山梨県立男女共同参画推進セン
ター 「ぴゅあ富士」

〒402-0052
山梨県都留市中央 3-9-3

甲府市男女共同参画センター

〒400-0858
山梨県甲府市相生 2-17-1
南庁舎 1号館

長野県男女共同参画センター
「あいとぴあ」

〒394-0081
長野県岡谷市長地権現町 4-11-51
〒380-0814
長野県長野市大字鶴賀西鶴賀町
1481-1
〒390-0811
長野県松本市中央 1-18-1
Mウイング 3階

長野市

長野市男女共同参画センター

松本市

松本市女性センター
「パレア松本」

上田市

上田市市民プラザ・ゆう

〒386-0014
長野県上田市材木町 1-2-2

茅野市

茅野市家庭教育センター

〒391-0002
長野県茅野市塚原 1-9-16

〒386-0602
長野県小県郡長和町長久保 457-1
〒500-8384
岐阜県男女共同参画・女性の活躍
岐阜県岐阜市薮田南 5-14-53
岐阜県
支援センター
OKBふれあい会館 第 2棟 9階
〒500-8521
岐阜市
岐阜市女性センター
岐阜県岐阜市橋本町 1-10-23
ハートフルスクエアーＧ 2階
〒503-0911
大垣市男女共同参画センター
岐阜県大垣市室本町 5-51
大垣市
「ハートリンクおおがき」
スイトピアセンター学習館 1階
可児市男女共同参画悩み相談・法
〒509-0203
律相談
可児市
岐阜県可児市下恵土 5076
（毎月1回、土曜日13：30～16：30
可児市子育て健康プラザ マーノ内
開設）
〒505-0023
美濃加茂 みのかも女性活躍支援センター
岐阜県美濃加茂市野笹町2-5-65
市
Re:Ola（リオラ）
MEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃUNY美濃加茂店2階
静岡県男女共同参画センター
〒422-8063
静岡県
「あざれあ」
静岡県静岡市駿河区馬渕 1-17-1
長和町

静岡市
浜松市

長門ふれあい館

静岡市女性会館
「アイセル２１」
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」

富士宮市 富士宮市男女共同参画センター

Tel. ・ Fax.
ＵＲＬ
Tel.0776-41-4200 Fax.0776-41-4201
http://www.manabi.pref.fukui.jp/you-i/
Tel.0776-20-1537 Fax.0776-20-1538
http://www.city.fukui.lg.jp/d125/danjokkc/index.html
Tel.0770-23-5411 Fax.0770-23-5662
http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/danjo
kyodosankaku/danjokyodsank_senter/index.ht
ml
Tel.0778-51-1722 Fax.0778-51-7830
http://www4.ttn.ne.jp/~yumemirai/
Tel.0778-24-4446 Fax.0778-24-4446
http://www.andante-echizen.net/
Tel.055-235-4171 Fax.055-235-1077
http://www.yamanashibunka.or.jp/pwm/topicssogo.html
Tel.0556-64-4777 Fax.0556-64-4700
http://www.yamanashibunka.or.jp/pwm/topicskyonan.html
Tel.0554-45-1666 Fax.0554-45-1663
http://www.yamanashibunka.or.jp/pwm/topicsfuji.html
Tel.055-237-5209 Fax.055-222-2062
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/danjo/kur
ashi/danjo/center.html
Tel.0266-22-5781 Fax.0266-22-5783
http://www.pref.nagano.lg.jp/aitopia/index.htm
l
Tel.026-237-8303 Fax.026-237-8304
http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/jink
en-danjo/
Tel.0263-39-1105 Fax.0263-37-1153
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/t
iiki/jinken/danjo/parea-matsumoto.html
Tel.0268-27-2988 Fax.0268-27-3123
http://www.city.ueda.nagano.jp/jinkendanjo/k
urashi/jinken/shiminplaza/index.html
Tel.0266-73-0888 Fax.0266-73-4151
https://www.city.chino.lg.jp/site/kids/853.htm
l
Tel.0268-68-4400

Fax.0268-68-4402

Tel.058-214-6431 Fax.058-214-6432
http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/kekkon/dan
jo/sodan-madoguchi/
Tel.058-268-1052 Fax.058-268-1057
https://gikyobun.or.jp/heartful/josei-c/
Tel.0584-47-8549 Fax.0584-47-8838
http://www.city.ogaki.lg.jp/soshiki/3-3-0-00_4.html
【市役所】
Tel. 0574-62-1111 Fax.0574-62-1376
http://www.city.kani.lg.jp/3300.htm
【市役所】
Tel. 0574-25-2111 Fax.0574-25-3917
https://caminho-minokamo.com/reola_top/
Tel.054-255-8440 Fax.054-251-5085
http://www.azarea-navi.jp

〒420-0865
静岡県静岡市葵区東草深町 3-18

Tel.054-248-7330
https://aicel21.jp/

〒433-8123
静岡県浜松市中区幸 3-3-1

Tel.053-412-0351 Fax.053-412-0377
http://www.ai-hall.com/

〒418-0005
静岡県富士宮市宮原７番地の１

Tel.0544-22-0341 Fax.0544-22-0326
http://www.city.fujinomiya.lg.jp/citizen/sf2plr0
0000026uw.html
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Fax.054-246-7833

１ 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧
地方公共団
体名

〒426-0034
藤枝市男女共同参画推進センター
静岡県藤枝市駅前 2-1-5
「ぱりて」
藤枝市文化センター 1階
愛知県女性総合センター
〒461-0016
「ウィルあいち」
愛知県名古屋市東区上竪杉町 1

Tel. ・ Fax.
ＵＲＬ
Tel. & Fax.0545-64-9017
http://www.city.fuji.shizuoka.jp/machi/c1005/
fmervo000001c8mo.html
Tel.0538-37-4811 Fax.0538-32-2353
https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tet
suzuki/chiiki_kouryuu/danjokyoudou/1001708.
html
Tel. & Fax. 054-641-7777
http://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/_sh
isetsu/1445918466325.html
Tel.052-962-2511 Fax.052-962-2567
https://www.will.pref.aichi.jp/

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」

Tel.052-331-5288 Fax.052-322-9458
http://e-able-nagoya.jp

豊橋市

豊橋市男女共同参画センター
「パルモ」

春日井市

青少年女性センター
「レディヤンかすがい」

〒486-0844
愛知県春日井市鳥居松町 2-247

豊田市

とよた男女共同参画センター
「キラッ☆とよた」

〒471-0034
愛知県豊田市小坂本町 1-25

小牧市

小牧市まなび創造館

〒485-0041
愛知県小牧市小牧 3-555

大府市

大府市石ヶ瀬会館
「ミューいしがせ」

〒474-0035
愛知県大府市江端町 4-1

知多市

知多市男女共同参画センター
「ウイズ」

〒478-0065
愛知県知多市新知東町 2-7-2

高浜市

高浜市女性文化センター

〒444-1332
愛知県高浜市湯山町 6-6-4

施設の名称

郵便番号
住所

富士市

富士市男女共同参画センター

〒416-8558
静岡県富士市本市場432番地の1
フィランセ西館

磐田市

磐田市男女共同参画センター
「ともりあ」

〒438-8601
静岡県磐田市森岡150番地

藤枝市
愛知県

三重県

三重県男女共同参画センター
「フレンテみえ」

〒460-0015
愛知県名古屋市中区大井町 7-25
〒441-8075
愛知県豊橋市神野ふ頭町 3-22
ライフポートとよはし内

〒514-0061
三重県津市一身田上津部田 1234
〒510-0093
三重県四日市市本町 9-8
本町プラザ 3階
〒513-0801
三重県鈴鹿市神戸 2-15-18
かんべ再開発ビル 3階
〒518-0775
三重県名張市希央台 5-19
名張市市民情報交流センター内

Tel.0532-33-2800 Fax.0532-33-2810
http://www.city.toyohashi.lg.jp/10880.htm
Tel.0568-85-4188 Fax.0568-85-7890
http://www.city.kasugai.lg.jp/shisetsu/koumin
kan/index.html
Tel.0565-31-7780 Fax.0565-31-3270
http://clover-toyota.jp/
Tel.0568-71-9848 Fax.0568-71-9840
http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/shimin/
kosodatekyoiku/shougai/5/index.html
Tel.0562-48-0588 Fax.0562-44-9144
http://www.city.obu.aichi.jp/contents_detail.ph
p?co=kak&frmId=3952
Tel. & Fax.0562-56-6305
http://www.medias.ne.jp/~fureai/with/station
/station/index.html
Tel.0566-52-5002 Fax.0566-52-5003
http://www.city.takahama.lg.jp/grpbetu/bunka
/shisetsu/jobun.html
Tel.059-233-1130 Fax.059-233-1135
https://www.center-mie.or.jp/frente/
Tel.059-354-8331 Fax.059-354-8339
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/danjo/index.
php

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」

鈴鹿市

鈴鹿市男女共同参画センター
「ジェフリーすずか」

名張市

名張市男女共同参画センター

伊賀市

伊賀市男女共同参画センター

〒518-0873
三重県伊賀市上野丸之内 500

滋賀県立男女共同参画センター
「Ｇ－ＮＥＴしが」

〒523-0891
滋賀県近江八幡市鷹飼町 80-4

大津市

大津市男女共同参画センター

〒520-0047
滋賀県大津市浜大津 4-1-1

彦根市

彦根市男女共同参画センター
「ウィズ」

〒522-0041
滋賀県彦根市平田町 670

高島市働く女性の家
「ゆめぱれっと高島」
米原市人権総合センター・
男女共同参画センター
「ソーシャルキャピタルプラザ」

〒520-1621
滋賀県高島市今津町今津1640番地

Tel.0595-22-9632 Fax.0595-22-9666
https://www.city.iga.lg.jp/category/7-6-4-00.html
Tel.0748-37-3751 Fax.0748-37-5770
https://www.pref.shiga.lg.jp/g-net/index.html
Tel.077-528-2615 Fax.077-527-6288
http://www.city.otsu.lg.jp/manabi/jinken/danj
o/c/index.html
Tel. & Fax.0749-24-3529
http://www.city.hikone.lg.jp/kurashi/shisetsu/
14/
Tel. & Fax.0740-22-5775
http://www.npo-genki.com/josei/index.html

〒521-0031
滋賀県米原市一色444番地

Tel.0749-54-2444 Fax.0749-54-3033
http://scplaza.jimdo.com/

滋賀県

高島市
米原市

京都府

京都市

京都府男女共同参画センター
「らら京都」
京都市男女共同参画センター
「ウィングス京都」

〒601-8047
京都府京都市南区新町通九条下ﾙ
京都テルサ東館2階
〒604-8147
京都府京都市中京区東洞院通
六角下ﾙ御射山町 262
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Tel.059-381-3113 Fax.059-381-3119
http://www.city.suzuka.lg.jp/danjo/
Tel.0595-63-5336 Fax.0595-63-5326
http://www.emachi-nabari.jp/danjo-center/

Tel.075-692-3433 Fax.075-692-3436
http://www.kyoto-womensc.jp/
Tel.075-212-7490 Fax.075-212-7460
https://www.wings-kyoto.jp/

１ 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧
地方公共団
体名

施設の名称

福知山市 福知山市男女共同参画センター

郵便番号
住所
〒620-0035
京都府福知山市字内記100番地
ハピネスふくちやま3階
〒625-0087
京都府舞鶴市字余部下 1167番地
舞鶴市中総合会館 5階

Tel. ・ Fax.
ＵＲＬ
Tel.0773-24-7022 Fax.0773-23-6537
http://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/life/facil
ities/entries/005694.html
Tel.0773-65-0055 Fax.0773-62-0872
https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kurashi/00
00001177.html
Tel.0773-42-1801 Fax.0773-42-1801
http://www.city.ayabe.lg.jp/aicenter/index.ht
ml

舞鶴市

舞鶴市男女共同参画センター
「フレアス舞鶴」

綾部市

綾部市男女共同参画センター
「あいセンター」

宇治市

〒611-0021
京都府宇治市宇治里尻 5-9
宇治市男女共同参画支援センター
JR宇治駅前市民交流プラザ
ゆめりあうじ内

Tel.0774-39-9377 Fax.0774-39-9378
http://www.city.uji.kyoto.jp/0000000553.html

城陽市

城陽市男女共同参画支援センター 〒610-0121
「ぱれっとJOYO」
京都府城陽市寺田林ノ口11番地の114

Tel.0774-54-7545 Fax.0774-55-5601
http://www.city.joyo.kyoto.jp/0000000719.htm
l

長岡京市 長岡京市女性交流支援センター

京田辺市

京田辺市女性交流支援ルーム
「ポケット」

京丹後市 京丹後市女性センター
木津川市 木津川市女性センター
大阪府

大阪市

〒623-0016
京都府綾部市西町 1-49-1

〒617‐0833
京都府長岡京市神足 2-3-1
長岡京市立総合交流センター
(バンビオ1番館) 6階
〒610-0334
京都府京田辺市田辺中央 5-2-1
アル・プラザ京田辺 2階
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷 868番地
〒619-0223
京都府木津川市相楽台４－３

大阪府立男女共同参画・青少年
センター 「ドーンセンター」
大阪市立男女共同参画センター
中央館
「クレオ大阪中央 」
大阪市立男女共同参画センター
子育て活動支援館
「クレオ大阪子育て館」
大阪市立男女共同参画センター
西部館
「クレオ大阪西」
大阪市立男女共同参画センター
南部館
「クレオ大阪南」
大阪市立男女共同参画センター
東部館
「クレオ大阪東」

〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前 1-3-49

堺市立男女共同参画センター
（コクリコさかい）

〒590-0955
大阪府堺市堺区宿院町東 4-1-27

堺市男女共同参画交流の広場

〒599-8123
大阪府堺市東区北野田 1077
アミナス北野田３階

〒543-0002
大阪府大阪市天王寺区上汐 5-6-25

Tel. & Fax.0774-65-3709
http://www.kyotanabe.jp/0000005375.html
Tel.0772-69-0210 Fax.0772-62-6716
（市民課）
Tel.0774-72-7719 Fax.0774-72-1399
http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/6,44
0,40,181,html
Tel.06-6910-8500 Fax.06-6910-8775
https://www.dawncenter.jp/
Tel.06-6770-7200 Fax.06-6770-7705
http://www.creoosaka.or.jp/chuou/index.html

〒530-0041
大阪府大阪市北区天神橋 6-4-20

Tel.06-6354-0106 Fax.06-6354-0277
http://www.creo-osaka.or.jp/north/index.html

〒554-0012
大阪府大阪市此花区西九条 6-1-20

Tel.06-6460-7800 Fax.06-6460-9630
http://www.creo-osaka.or.jp/west/index.html

〒547-0026
大阪府大阪市平野区喜連西 6-2-33

Tel.06-6705-1100 Fax.06-6705-1140
http://www.creo-osaka.or.jp/south/index.html

〒536-0014
大阪府大阪市城東区鴫野西 2-1-21

Tel.06-6965-1200 Fax.06-6965-1500
http://www.creo-osaka.or.jp/east/index.html

堺市

岸和田市 岸和田市立男女共同参画センター

Tel.075-963-5501 Fax.075-963-5521
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000000375.
html

〒596-0042
大阪府岸和田市加守町 4-6-18

豊中市

とよなか男女共同参画推進セン
ター 「すてっぷ」

〒560-0026
大阪府豊中市玉井町 1-1-1-501

池田市

池田市立男女共生サロン

〒563-0058
大阪府池田市栄本町 9-1

吹田市

吹田市立男女共同参画センター
「デュオ」

〒564-0072
大阪府吹田市出口町 2-1

泉大津市

いずみおおつ男女共同参画交流
サロン 「にんじんサロン」

〒595-0067
大阪府泉大津市下条町 11-35
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Tel.072-223-9153 Fax.072-223-7685
https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/shogai/
kouza/shiryou_etc/shisetu/danjokyocenter/g
aiyou.html
Tel.072-236-8266 Fax.072-236-8277
http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/jinken/danjo
kyodosankaku/sodan_koryu/kyodosankakuhiro
ba.html
Tel.072-441-2535 Fax.072-441-2536
https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/2
0/
Tel.06-6844-9772 Fax.06-6844-9706
http://www.toyonaka-step.jp/
Tel.072-754-2891 Fax072-750-5125
http://www.city.ikeda.osaka.jp/shisetsu/kuras
hi/1416667962093.html
Tel.06-6388-1451 Fax.06-6385-5411
https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/
div-shimin/danjoc.html
Tel. & Fax.0725-21-6555
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/sogose
isaku/jinkenkurasi/tantougyoumu/danjyo/ninji
nsalon/ninjin.html

１ 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧
地方公共団
体名

施設の名称

高槻市

高槻市立男女共同参画センター

枚方市

枚方市男女共生フロア
「ウィル」

茨木市

茨木市立男女共生センター
「ローズWAM」

八尾市

八尾市男女共同参画センター
「すみれ」

泉佐野市 いずみさの女性センター

郵便番号
住所
〒569-0804
大阪府高槻市紺屋町 1-2
〒573-0032
大阪府枚方市岡東町 12-3-410
サンプラザ3号館 4階
〒567-0882
大阪府茨木市元町 4-7
〒581-0833
大阪府八尾市旭ヶ丘 5-85-16
生涯学習センター
「かがやき」学習プラザ 4階
〒598-0005
大阪府泉佐野市市場東 1-295-1

〒584-0084
大阪府富田林市桜ヶ丘町 2-8
すばるホール 3階
〒572-0042
寝屋川市立男女共同参画推進セン 大阪府寝屋川市東大利町 2-14
寝屋川市
市立産業振興センター
ター 「ふらっと ねやがわ」
（にぎわい創造館） 5階
〒586-0025
河内長野
大阪府河内長野市昭栄町 7-1
河内長野市男女共同参画センター
市
河内長野市立市民交流センター
（キックス）内
松原市人権交流センター（はーと
〒580-0023
松原市
ビュー）内男女共同参画センター
大阪府松原市南新町2-141-1
〒574-0036
大東市立生涯学習センター
大阪府大東市広末町 1-301
大東市
「アクロス」内男女共同参画ルーム
ﾛｰﾚﾙｽｸｴｱ住道ｻﾝﾀﾜｰ内
富田林市

男女共同参画センター
「ウィズ」

和泉市

和泉市男女共同参画センター
「モアいずみ」

〒594-0041
大阪府和泉市いぶき野 5-4-7
和泉シティプラザ北棟4階

箕面市

男女協働参画ルーム

〒562-0015
大阪府箕面市稲 1-14-5
箕面市第3別館

柏原市

柏原市立男女共同参画センター
「フローラルセンター」

〒582-8555
大阪府柏原市安堂町 1-35

〒583-8585
大阪府羽曳野市誉田 4-1-1
〒571-0066
門真市女性サポートステーション
大阪府門真市幸福町3-1
門真市
WESS
Core古川橋
摂津市立男女共同参画センター
〒566-0021
摂津市
「ウィズせっつ」
大阪府摂津市南千里丘 5-35
〒583-0035
藤井寺市 男女共同参画ルーム
藤井寺市北岡 1-2-3
市民総合会館本館 3階
東大阪市立男女共同参画センター 〒578-0941
東大阪市
「イコーラム」
大阪府東大阪市岩田町 4-3-22-600
羽曳野市 はびきのレディースセンター

泉南市

せんなん男女共同参画ルーム
「ステップ」

〒590-0521
大阪府泉南市樽井 9-16-2

〒589-0005
大阪狭山 大阪狭山市男女共同参画推進セン
大阪狭山市狭山一丁目８６２番地の５
市
ター 「きらっとぴあ」
（市役所南館１階）
島本町

島本町立人権文化センター

〒618-0011
大阪府三島郡島本町広瀬2-22-27

河南町

河南町男女共同参画コーナー

〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木
1359-6 河南町役場内
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Tel. ・ Fax.
ＵＲＬ
Tel.072-685-3725 Fax.072-686-2455
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/shi
min/jinkenda/gyomuannai/danjo_center/index.
html
Tel.072-843-5636 Fax.072-843-5637
http://www.city.hirakata.osaka.jp/0000010792.
html
Tel.072-620-9920 Fax.072-620-9921
http://www.rosewam.city.ibaraki.osaka.jp/
Tel. & Fax.072-923-4940
http://danjo.osaka.jp/yao/index.html
Tel. & Fax.072-469-7125
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/koushi
tsu/jinken/menu/ladyscenter/index.html
Tel. & Fax. 0721-23-0030
https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/18
/2108.html
Tel.072-800-5789 Fax.072-800-5489
http://www.city.neyagawa.osaka.jp/shisetsu/1
382576254312.html
Tel.0721-54-0003
Fax.0721-55-1435
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/3
4/index.html
Tel.072-332-5705

Fax.072-332-5710

Tel.072-869-6505 Fax.072-870-1405
http://www.daitoacross.jp/across/room/1f_02.html
Tel.0725-57-6640 Fax.0725-57-6643
http://www.city.osakaizumi.lg.jp/kakukano/soumubu/kyoudosankaku
/gyoumu/moaizumi/index.html
Tel.072-724-6943 Fax.072-725-8360
http://www.city.minoh.lg.jp/shisetsu/danjyo/d
anjyo_room.html
Tel.072-972-1501(内)5301
Fax.072-972-2131
http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2014
050200011/
Tel.072-958-1111

Fax.072-958-8061

Tel.06-6900-8550

Fax.06-6900-8551

Tel.06-4860-7112 Fax.06-4860-7113
http://with-settsu.jp/
Tel.072-939-1059 Fax.072-952-8981
http://www.city.fujiidera.lg.jp/shisetsuannaiba
su/kyoikubunka/1387700395682.html
Tel.072-960-9201 Fax.072-960-9207
http://www.ikoramu.com/
Tel.072-480-2855 Fax.072-482-0075
http://www.city.sennan.lg.jp/shisei/jinken/dan
jo/what/1458795170226.html
Tel& Fax072-247-7047
https://os-gender.jimdofree.com/
Tel.075-962-4402
Fax.075-962-4499
http://www.shimamotocho.jp/i/gyousei/kakuk
a/sougouseisakubu_sintaisei/jinkenbunka_sent
a/danjyokyoudousankaku/index.html
Tel.0721-93-2500

Fax.0721-93-4691

１ 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧
地方公共団
体名
兵庫県

神戸市

姫路市
尼崎市
明石市

西宮市

芦屋市

施設の名称

郵便番号
住所

兵庫県立男女共同参画センター
「イーブン」

〒650-0044
兵庫県神戸市中央区東川崎町 1-1-3
神戸クリスタルタワー 7階

神戸市男女共同参画センター
「あすてっぷKOBE」

〒650-0016
兵庫県神戸市中央区橘通 3-4-3

〒670-0012
姫路市男女共同参画推進センター
兵庫県姫路市本町 68-290
「あいめっせ」
イーグレひめじ 3階
尼崎市立女性・勤労婦人センター 〒661-0033
「尼崎市女性センター・トレピエ」
兵庫県尼崎市南武庫之荘 3-36-1
〒673-0886
あかし男女共同参画センター
兵庫県明石市東仲ノ町 6-1
「複合型交流拠点ウィズあかし」
アスピア明石北館 7～9階
〒663-8204
西宮市男女共同参画センター
兵庫県西宮市高松町 4-8
「ウェーブ」
プレラにしのみや 4階
芦屋市男女共同参画センター
「ウィザスあしや」

〒659-0064
芦屋市精道町8-20 分庁舎１・２階

〒664-0855
兵庫県伊丹市御願塚 6-1-1
〒678-0031
相生市
相生市男女共同参画センター
兵庫県相生市旭 1-2-10
相生市役所3号館
〒675-0031
加古川市 加古川市男女共同参画センター
兵庫県加古川市加古川町北在家 2718
青少年女性センター 2階
〒678-0233
赤穂市
赤穂市女性交流センター
兵庫県赤穂市加里屋中洲 3-55
赤穂市民会館 3階
〒677-0057
西脇市
西脇市男女共同参画センター
兵庫県西脇市野村町茜が丘 16-1
西脇市茜が丘複合施設「Miraie」
〒665-0845
宝塚市立男女共同参画センター
宝塚市
兵庫県宝塚市栄町 2-1-2
「エル」
ソリオ2 4階
〒673-0433
三木市男女共同参画センター
兵庫県三木市福井 1933-12
三木市
「こらぼーよ」
教育センター 3階
〒676-8501
高砂市
高砂市男女共同参画センター
兵庫県高砂市荒井町千鳥 1-1-1
〒666-0015
川西市男女共同参画センター
兵庫県川西市小花 1-8-1
川西市
「パレットかわにし」
ｼﾞｮｲﾝ川西内
〒675-1366
小野市
小野市男女共同参画センター
兵庫県小野市中島町 72
小野市うるおい交流館エクラ内
〒669-1528
三田市
三田市まちづくり協働センター
兵庫県三田市駅前町 2-1
三田駅前一番館 キッピーモール 6階
〒675-2312
加西市
加西市男女共同参画センター
兵庫県加西市北条町北条 28-1
アスティアかさい 3階
〒669-2397
丹波篠山 丹波篠山市男女共同参画センター
兵庫県丹波篠山市北新町 41
市
「フィフティ」
丹波篠山市役所第 2庁舎 1階
伊丹市

伊丹市立女性・児童センター

養父市

養父市男女共同参画センター

丹波市

丹波市男女共同参画センター

淡路市

淡路市市民協働センター

Tel. ・ Fax.
ＵＲＬ
Tel.078-360-8550 Fax.078-360-8558
http://www.hyogo-even.jp/
Tel.078-361-6977 Fax.078-361-6477
http://www.city.kobe.lg.jp/a29530/kurashi/act
ivate/cooperation/asuteppu/index.html
Tel.079-287-0803 Fax.079-287-0805
https://www.city.himeji.lg.jp/soshiki/4-1-3-00_8.html
Tel.06-6436-6331 Fax.06-6436-5757
http://www.amagasaki-trepied.com
Tel.078-918-5600 Fax.078-918-5618
http://a-machi.jp/center/
Tel.0798-64-9495 Fax.0798-64-9496
https://www.nishi.or.jp/bunka/danjokyodosan
kaku/index.html
Tel.0797-38-2023 Fax.0797-38-2175
http://www.city.ashiya.lg.jp/danjo/withus/cen
terwithus.html
Tel.072-772-1078 Fax.072-770-4728
http://www.itami-danjo.jp
Tel.0791-23-7130 Fax.0791-23-7137
http://www.city.aioi.lg.jp/
Tel.079-424-7172 Fax.079-454-4190
http://www.city.kakogawa.lg.jp/
Tel.0791-43-7800
Fax. 0791-43-6810
http://www.city.ako.lg.jp/shimin/jinken/joseik
ouryucenter.html/
Tel.0795-25-2800 Fax.0795-25-2220
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/
Tel.0797-86-4006 Fax.0797-83-2424
http://www.takarazuka-ell.jp/
Tel. & Fax.0794-89-2331
https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/18/
Tel.079-443-9133 Fax.079-443-9080
http://www.city.takasago.lg.jp/
Tel.072-759-1856 Fax.072-759-1891
http://www.gesca-kawanishi.jp/
Tel.0794-62-6765 Fax.0794-62-2400
http://www.ksks-arche.jp/danjo/
Tel.079-563-8000 Fax.079-563-8001
http://www.city.sanda.lg.jp
Tel.0790-42-0106 Fax.0790-42-0133
http://www.city.kasai.hyogo.jp/01kura/04koky
/04tiik05.htm
Tel.079-552-6926 Fax.079-554-2332
http://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/group/
human-rights/

Tel. 079-662-7601 Fax.079-662-7491
〒667-8651
https://www.city.yabu.hyogo.jp/soshiki/shimin
兵庫県養父市八鹿町八鹿 1675
（養父市市民生活部人権・協働課に併設） seikatsu/jinken/4/index.html
〒669-3467
兵庫県丹波市氷上町本郷300番地
丹波ゆめタウン２階
〒656-2132
兵庫県淡路市志筑新島 10-3
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Tel. 0795-82-8684 Fax.0795-82-8692
https://www.tamba-plaza.jp/danjyo-c/
Tel.0799-64-0999 Fax.0799-70-1460
https://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/shimin/

１ 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧
地方公共団
体名

施設の名称

郵便番号
住所

奈良県女性センター

〒630-8216
奈良県奈良市東向南町 6

奈良市

奈良市男女共同参画センター
「あすなら」

〒630-8245
奈良県奈良市西之阪町12番地

天理市

天理市市民活動交流プラザ
「かがやきプラザ」

橿原市

橿原市男女共同参画広場
「ゆめおーく」

生駒市

生駒市男女共同参画プラザ

〒632-0035
奈良県天理市守目堂町 89
〒634-0804
奈良県橿原市内膳町1丁目6番8号
かしはらナビプラザ 4階
〒630-0257
奈良県生駒市元町 1-6-12
生駒セイセイビル 1階
〒640-8319
和歌山県和歌山市手平 2-1-2
和歌山ビッグ愛 9階
〒640-8226
和歌山県和歌山市小人町 29
あいあいセンター 5階～7階
〒646-0028
和歌山県田辺市高雄 1-23-1
田辺市民総合センター 4階
〒682-0816
鳥取県倉吉市駄経寺町 212-5
県立倉吉未来中心内
〒680-0022
鳥取県鳥取市西町 2-311
鳥取市福祉文化会館内
〒683-0822
鳥取県米子市中町 20
〒684-0033
鳥取県境港市上道町 1989-5
境東地区学習等供用施設
(なぎさ会館)内
〒680-0607
鳥取県八頭郡八頭町徳丸 578-1

奈良県

和歌山県

和歌山県男女共同参画センター
「りぃぶる」

和歌山市

和歌山市男女共生推進センター
「みらい」

田辺市

田辺市男女共同参画センター

鳥取県

鳥取県男女共同参画センター
「よりん彩」

鳥取市

鳥取市男女共同参画センター
「輝なんせ鳥取」

米子市

米子市男女共同参画センター
「かぷりあ」

境港市

境港市男女共同参画センター

八頭町

八頭町男女共同参画センター
「かがやき」

島根県

島根県立男女共同参画センター
「あすてらす」

〒694-0064
島根県大田市大田町大田イ 236-4
〒690-0061
島根県松江市白潟本町 43
市民活動センター
(スティックビル） 3階

松江市

松江市男女共同参画センター
「プリエール」

出雲市

出雲市男女共同参画センター
「くすのきプラーザ」

〒693-0011
島根県出雲市大津町 2096-3

雲南市

雲南市男女共同参画センター

〒699-1334
島根県雲南市木次町新市 3

岡山県

岡山市

倉敷市

津山市

〒700-0807
岡山県男女共同参画推進センター 岡山県岡山市北区南方 2-13-1
岡山県総合福祉・ボランティア・NPO
「ウィズセンター」
会館(きらめきプラザ) 6階
〒700-0822
岡山市男女共同参画社会推進セン
岡山県岡山市北区表町 3-14-1-201
ター 「さんかく岡山」
アークスクエア表町 2階
〒710-0055
倉敷市男女共同参画推進センター 岡山県倉敷市阿知 1-7-1-603
くらしきシティプラザ東ビル
「ウィズアップくらしき」
(天満屋倉敷店 6階)
〒708-8520
津山男女共同参画センター
岡山県津山市新魚町17番地
「さん・さん」
アルネ津山 5階
〒706-0002
岡山県玉野市築港 4-25-10

玉野市

玉野市男女共同参画推進センター

笠岡市

笠岡市男女共同参画推進センター 〒714-0081
「てらすセンター」
岡山県笠岡市笠岡 1872-19
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Tel. ・ Fax.
ＵＲＬ
Tel.0742-27-2300 Fax.0742-22-6729
http://www.pref.nara.jp/11774.htm
Tel.0742-81-3100 Fax.0742-25-0600
http://www.city.nara.lg.jp/www/genre/000000
0000000/1000000000372/index.html
Tel.0743-68-2666 Fax.0743-68-2665
http://userweb.inets.jp/tenri-vc-ichou/
Tel.0744-47-3090 Fax.0744-47-2351
http://www.kashiharanaviplaza.com/kyoudou.html
Tel.0743-75-0237 Fax.0743-73-0555
http://www.city.ikoma.lg.jp/0000001698.html
Tel.073-435-5245 Fax.073-435-5247
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/03150
1/
Tel.073-436-8704 Fax.073-432-4704
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kuras
hi/kyoudou_jinken_byoudou/1001128/
Tel.0739-26-4936 Fax.0739-24-8323
http://www.city.tanabe.lg.jp/danjo/
Tel.0858-23-3901 Fax.0858-23-3989
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3
5249
Tel. & Fax.0857-24-2704
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/13
26245716728/index.html
Tel.0859-31-1591 Fax.0859-31-1592
http://www.city.yonago.lg.jp/4550.htm
Tel. & Fax.0859-44-7280
http://www.city.sakaiminato.lg.jp/
Tel.0858-84-2361 Fax.0858-84-2362
http://www.town.yazu.tottori.jp/2045.htm
Tel.0854-84-5500 Fax.0854-84-5589
http://www.asuterasu-shimane.or.jp/
Tel.0852-32-1190 Fax.0852-32-1191
http://www1.city.matsue.shimane.jp/shiminso
udan/danjyo/priere_index.html
Tel.0853-22-2055 Fax.0853-22-2157
http://www.city.izumo.shimane.jp/www/conte
nts/1143162819936/
Tel.0854-42-1767 Fax.0854-42-1839
http://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/mad
oguchi/#sankaku
Tel.086-235-3307 Fax.086-235-3306
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/187/
Tel.086-803-3355 Fax.086-803-3344
http://www.city.okayama.jp/shimin/danjo/danj
o_00050.html
Tel.086-435-5750 Fax.086-435-5755
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/danjyo/
withup/
Tel.0868-31-2533 Fax.0868-31-2534
http://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?i
d=2051
Tel.0863-33-7867 Fax.0863-33-7868
http://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/5/1318.h
tml
Tel.0865-62-5769 Fax.0865-62-5767
http://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/1
7/2933.html

１ 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧
地方公共団
体名
新見市

施設の名称
新見市男女共同参画プラザ

郵便番号
住所
〒718-0011
岡山県新見市新見823-1

〒730-0051
広島県広島市中区大手町 1-2-1
おりづるタワー 10階
広島市男女共同参画推進センター 〒730-0051
広島市
「ゆいぽーと」
広島県広島市中区大手町 5-6-9
〒720-0067
福山市男女共同参画センター
広島県福山市西町 1-1-1
福山市
「イコールふくやま」
エフピコRiM地下 2階
〒739-0043
エスポワール
広島県東広島市西条西本町 28-6
東広島市
（東広島市男女共同参画推進室）
サンスクエア東広島 2階
〒753-0074
山口県
山口市男女共同参画センター
山口県山口市中央 2-5-1
山口市
「ゆめぽぽら」
山口市民会館事務所 2階

広島県

宇部市

徳島県

徳島市

香川県

高松市

広島県女性総合センター
「エソール広島」

Tel. ・ Fax.
ＵＲＬ
Tel.0867-72-6159
http://www.city.niimi.okayama.jp/gyosei/gyos
ei_detail/index/233.html
Tel.082-242-5262 Fax.082-240-5441
http://www.essor.or.jp/
Tel.082-248-3320 Fax.082-248-4476
http://www.yui-port.city.hiroshima.jp/
Tel.084-973-8895 Fax.084-927-9121
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki
/equal/
Tel. & Fax.082-424-3833
Tel.083-934-2841 Fax.083-934-2841
http://www.y-djc.com/

宇部市男女共同参画センター
「フォーユー」

〒755-0033
山口県宇部市琴芝町 1-2-5

Tel.0836-33-4004 Fax.0836-33-3958
http://www.city.ube.yamaguchi.jp/koukyouann
ai/bunkakyouiku/for_you.html

ときわプラザ
(徳島県立男女共同参画交流
センター)

〒770-8055
徳島県徳島市山城町東浜傍示 1-1

Tel.088-655-3911 Fax.088-626-6189
https://www.pref.tokushima.lg.jp/flair/

〒770-0834
徳島県徳島市元町 1-24
アミコビル 4階
〒760-0017
香川県高松市番町 1-10-35
香川県社会福祉総合センター 3階
〒760-0068
香川県高松市松島町1-15-1
たかまつミライエ 6階

Tel.088-624-2611 Fax.088-624-2612
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/smp
h/shisetsu/sonota/josei_center.html
Tel.087-832-3198 Fax.087-831-1192
https://www.pref.kagawa.lg.jp/danjo/sankaku/
plaza.html

徳島市女性センター

かがわ男女共同参画相談プラザ
高松市男女共同参画センター
「サンフリー高松」

Tel.087-833-2282 Fax.087-833-2286
https://www.sankaku087.net/

松山市

松山市男女共同参画推進センター 〒790-0003
「コムズ」
愛媛県松山市三番町 6-4-20

Tel.089-926-1633 Fax.089-926-1661
http://www.ehimejoseizaidan.com/site/ehime-danzyo-center/
Tel.089-943-5776/7 Fax.089-943-0460
http://www.coms.or.jp/

新居浜市

新居浜市立女性総合センター
「新居浜ウイメンズプラザ」

〒792-0811
愛媛県新居浜市庄内町 4-4-19

Tel.0897-37-1700 Fax.0897-37-1152
http://www.niihama.or.jp/03/

こうち男女共同参画センター
「ソーレ」

〒780-0935
高知県高知市旭町 3-115

土佐市立とさし男女共同参画セン
ター 「きらら」

〒781-1101
高知県土佐市高岡町甲 2192－1

Tel.088-873-9100 Fax.088-873-9292
http://www.sole-kochi.or.jp/
Tel.088-852-4039 Fax.088-850-2205
http://www.city.tosa.lg.jp/life/detail.php?hdnK
ey=9

愛媛県

高知県
土佐市

愛媛県男女共同参画センター

〒791-8014
愛媛県松山市山越町 450

〒816-0804
福岡県春日市原町 3-1-7
クローバープラザ内
北九州市立男女共同参画センター 〒803-0814
北九州市
「ムーブ」
福岡県北九州市小倉北区大手町 11-4

福岡県

福岡県男女共同参画センター
「あすばる」

福岡市男女共同参画推進センター 〒815-0083
「アミカス」
福岡県福岡市南区高宮 3-3-1
〒836-0862
大牟田市 大牟田市男女共同参画センター
福岡県大牟田市原山町13番地3
中央地区公民館内 1階
〒830-0037
久留米市 久留米市男女平等推進センター
福岡県久留米市諏訪野町 1830-6
えーるピア久留米内
福岡市

〒822-0026
福岡県直方市津田町 7-20

直方市

直方市男女共同参画センター

飯塚市

飯塚市男女共同参画推進センター 〒820-0041
「サンクス」
福岡県飯塚市飯塚 14-67

田川市

田川市男女共同参画センター
「ゆめっせ」

〒826-0032
福岡県田川市平松町 3-36

行橋市

行橋市男女共同参画センター
「る～ぷる」

〒824-0005
福岡県行橋市中央 1-9-2
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Tel.092-584-3739 Fax.092-584-1262
https://www.asubaru.or.jp/
Tel.093-583-3939 Fax.093-583-5107
http://www.kitakyu-move.jp/
Tel.092-526-3755 Fax.092-526-3766
http://www.city.fukuoka.lg.jp/amikas
Tel.0944-41-2611 Fax.0944-41-2869
http://www.city.omuta.lg.jp
Tel.0942-30-7800 Fax.0942-30-7811
http://www.city.kurume.fukuoka.jp/
Tel.0949-25-2244 Fax.0949-25-2229
http://www.city.nogata.fukuoka.jp/kurashi/_da
njo.html
Tel.0948-22-7058 Fax.0948-22-3609
http://www.city.iizuka.lg.jp/danjo/kurashi/danj
o/sunkusu.html
Tel.0947-85-7134 Fax.0947-44-0888
http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/list00794.h
tml
Tel. & Fax.0930-26-2232
http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp

１ 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧
地方公共団
体名
豊前市

施設の名称
ハートピアぶぜん

筑紫野市 筑紫野市女性センター

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」

郵便番号
住所
〒828-8501
福岡県豊前市大字吉木955番地
〒818-0057
福岡県筑紫野市二日市南 1-9-3
生涯学習センター内
〒816-0806
福岡県春日市光町 1-73

大野城まどかぴあ男女平等推進セ 〒816-0934
ンター 「アスカーラ」
福岡県大野城市曙町 2-3-1
〒811-3437
宗像市男女共同参画推進センター
福岡県宗像市久原 180
宗像市
「ゆい」
メイトム宗像内
太宰府市男女共同参画推進セン 〒818-0102
太宰府市
ター 「ルミナス」
福岡県太宰府市白川2番2号

大野城市

うきは市

うきは市男女共同参画センター
「だんだん」

〒839-1401
福岡県うきは市浮羽町朝田 582-1

糸島市

糸島市男女共同参画センター
「ラポール」

〒819-1123
福岡県糸島市神在 1048-1

那珂川市

那珂川市男女共同参画推進セン
ター 「あいなか」

〒811-1292
福岡県那珂川市西隈 1-1-1

筑前町男女共同参画センター
「リブラ」
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」

〒838-0816
福岡県朝倉郡筑前町新町 440番地
〒 840-0815
佐賀県佐賀市天神 3-2-11
どんどんどんの森内

筑前町
佐賀県

長崎県

長崎県男女共同参画推進センター 〒850-8570
「きらりあ」
長崎県長崎市尾上町3-1

〒850-0874
長崎市男女共同参画推進センター
長崎県長崎市魚の町 5-1
「アマランス」
長崎市民会館 1階
〒857-0863
佐世保市男女共同参画推進
長崎県佐世保市三浦町 2-3
佐世保市
センター 「スピカ」
アルカスＳＡＳＥＢＯ 2階
〒854-0016
諫早市男女共同参画推進センター
長崎県諫早市高城町 5-25
諫早市
「ひと・ひと」
高城会館 2階
〒856-0825
長崎県大村市西三城町8番地
大村市男女共同参画推進センター 総合福祉センター 3階
大村市
（31.4.1から下記に移転）
「ハートパル」
〒856-0832
長崎県大村市本町458番地2
長崎市

雲仙市

雲仙市男女共同参画センター

〒859-1107
長崎県雲仙市吾妻町牛口名 714番地

Tel. ・ Fax.
ＵＲＬ
Tel. & Fax.0979-82-0509
http://www.city.buzen.lg.jp/sisetu/roudousya/
ha-topiabuzen.html
Tel.092-918-1311 Fax.092-921-8666
http://www.city.chikushino.fukuoka.jp/menupage/bunrui-menu/kyoiku-jinken-bunkasports/danjo kyodo.html
Tel.092-584-1201 Fax.092-584-1181
http://www.city.kasuga.fukuoka.jp/
Tel.092-586-4030 Fax.092-586-4031
http://www.madokapia.or.jp/danjo_byodo/
Tel.0940-36-0250 Fax.0940-36-0269
http://city.munakata.lg.jp/map/220/030/2015
01210137.html
Tel＆ Fax.092-925-5404
http://dazaifu-ruminas.jp
Tel 0943-77-2661 Fax.0943-77-2681
http://ukiha-danjyo-dandan.com/
Tel. & Fax.092-324-2800
http://www.city.itoshima.lg.jp/s019/010/010/
010/010/index.html
Tel.092-953-2211 Fax.092-953-0688
https://www.city.nakagawa.lg.jp/
Tel.0946-22-3996 Fax.0946-23-1533
http://www.town.chikuzen.fukuoka.jp/
Tel.0952-26-0011 Fax.0952-25-5591
http://www.avance.or.jp/
Tel.095-822-4729 Fax.095-822-4739
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashikankyo/danjokyodosankaku/senter/
Tel.095-826-0018 Fax.095-826-2244
https://ngs-shiminkaikan.jp/
Tel.0956-23-3828 Fax.0956-23-3880
http://www.city.sasebo.lg.jp/siminseikatu/jink
en/spica.html
Tel.0957-24-1580 Fax.0957-22-9145
http://www.city.isahaya.nagasaki.jp/post29/7
407.html
Tel.0957-54-8715 Fax.0957-54-8700
https://www.city.omura.nagasaki.jp/kurashi/s
himinkyodo/danjyo/index.html
Tel0957-38-3111 Fax.0957-38-2755
https://www.city.unzen.nagasaki.jp/info/prev.
asp?fol_id=13930

熊本市

熊本市男女共同参画センター
「はあもにい」

〒860-8554
熊本県熊本市中央区手取本町 8-9
テトリアくまもとビル内
〒860-0862
熊本県熊本市中央区黒髪 3-3-10

天草市

天草市男女共同参画センター
「ぽぽらす」

〒863-0033
熊本県天草市東町 13-1

Tel.0969-23-8200 Fax.0969-23-3055
http://hp.amakusa-web.jp/a0792/MyHp/Pub/

大分県消費生活・男女共同参画
プラザ 「アイネス」

〒870-0037
大分県大分市東春日町 1-1

大分市

大分市男女共同参画センター

〒870-0021
大分県大分市府内町 1-5-38

Tel.097-534-4034 Fax.097-534-0684
http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/
Tel.097-574-5577 Fax.097-537-3666
https://www.city.oita.oita.jp/o018/kurashi/da
njo/1403593220993.html

別府市

別府市男女共同参画センター
「あす・べっぷ」

〒874-0903
大分県別府市大字別府字野口原
3030番地 16

熊本県

大分県

熊本県男女共同参画センター
「くまもと県民交流館パレア」
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Tel.096-355-1187 Fax.096-355-4318
http://www.parea.pref.kumamoto.jp/danjo/
Tel 096-345-2550 Fax.096-345-0373
http://www.harmony-mimoza.org/

Tel.0977-21-8289 Fax.0977-21-9042
http://www.city.beppu.oita.jp/asubeppu

１ 男女共同参画関係機関、情報・相談窓口一覧
地方公共団
体名
宮崎県

施設の名称
宮崎県男女共同参画センター

郵便番号
住所
〒880-0804
宮崎県宮崎市宮田町 3-46
県庁 9号館 1階
〒880-0879
宮崎県宮崎市宮崎駅東3丁目6番地７

宮崎市

宮崎市男女共同参画センター
「パレット」

都城市

都城市男女共同参画センター

〒885-8555
宮崎県都城市姫城町6街区21号

延岡市

延岡市男女共同参画センター

〒882-0816
宮崎県延岡市桜小路360番地2

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」

鹿児島県

鹿児島県男女共同参画センター

Tel. ・ Fax.
ＵＲＬ
Tel.0985-32-7591 Fax.0985-60-1833
http://www.mdanjo.or.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」

〒890-0054
鹿児島県鹿児島市荒田 1-4-1

日置市

日置市女性センター

〒899-2502
鹿児島県日置市伊集院町徳重 439-8

Tel.0985-25-2055 Fax.0985-25-2056
http://www.pal-let.jp/
Tel.0986-23-2121 Fax.0986-21-3034
http://cms.city.miyakonojo.miyazaki.jp/display.
php?list=111
Tel.0982-22-7056 Fax.0982-23-1145
http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/display.p
hp?cont=170120090508
Tel.0982-50-0300 Fax.0982-50-0301
http://sun-pia.com/
Tel.099-221-6603 Fax.099-221-6640
http://www.kagoshimapac.jp/functions/man_and_woman/
Tel.099-813-0852 Fax.099-813-0937
http://www.city.kagoshima.lg.jp/machizukuri/d
anjo/center/index.html
Tel.＆Fax.099-295-3411
http://joseiginten.jimdo.com/

沖縄県男女共同参画センター
「てぃるる」

〒900-0036
沖縄県那覇市西 3-11-1

Tel.098-866-9090
http://tiruru.or.jp/

なは女性センター

〒900-0004
沖縄県那覇市銘苅 2-3-1
なは市民協働プラザ 1Ｆ

Tel.098-951-3203 Fax.098-951-3204
https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetudu
ki/collabo/dannjyosankaku/center/index.html

宜野湾市人材育成交流センター
「めぶき」

〒901-2213
沖縄県宜野湾市志真志 1-15-22

宜野湾市男女共同参画支援
センター 「ふくふく」

〒901-2213
沖縄県宜野湾市志真志 1-15-22-2

浦添市

浦添市市民協働・男女共同参画
ハーモニーセンター

〒901-2114
沖縄県浦添市安波茶 2-3-5

沖縄市

沖縄市男女共同参画センター

〒904-0003
沖縄県沖縄市住吉 1-14-29 3階

うるま市

うるま市男女共同参画センター

〒904-2214
沖縄県うるま市安慶名 1-8-1 3階

沖縄県
那覇市

〒883-0046
宮崎県日向市中町 1-31
〒892-0816
鹿児島県鹿児島市山下町 14-50
かごしま県民交流センター内

宜野湾市

24

Fax.098-866-9088

Tel.098-896-1215 Fax.098-896-1219
http://www.city.ginowan.okinawa.jp/organizati
on/mebuki/
Tel.098-896-1616 Fax.098-896-1219
http://www.city.ginowan.okinawa.jp/organizati
on/mebuki/
Tel.098-874-5711 Fax.098-874-5890
http://www.city.urasoe.lg.jp/soshiki_docs/intr
oduction/hamonicenter/
Tel.098-937-0170 Fax.098-937-0175
http://www.city.okinawa.okinawa.jp/sp/about/
130/480
Tel.098-973-8927

Fax.098-973-4982

