
７－１　男女共同参画・女性のための総合的な施設（都道府県 ・政令指定都市）

都道府県
政令都市 常勤 非常勤

北北北北 海海海海 道道道道 北海道立女性プラザ  Ｈ3．11 （財）北海道女性協会 5 2 37,148
青青青青 森森森森 県県県県 青森県男女共同参画センター（愛称：アピオあおもり）  Ｈ13．6 青森県(環境生活部） 7 7 91,781
岩岩岩岩 手手手手 県県県県 岩手県男女共同参画推進センター（仮称）  H17予定
宮宮宮宮 城城城城 県県県県       無
秋秋秋秋 田田田田 県県県県 秋田県男女共同参画センター(ハーモニープラザ）  H13．4 (財）秋田県婦人会館 6 4 24,663
山山山山 形形形形 県県県県 山形県男女共同参画センター　チェリア  H13．4 （財）山形県生涯学習文化財団 2 4 42,687

福福福福 島島島島 県県県県 福島県男女共生センター(女と男の未来館）  H13．1 （財）福島県青少年育成・男女共同参画推進機構 29 1 321,023
茨茨茨茨 城城城城 県県県県       無
栃栃栃栃 木木木木 県県県県 とちぎ女性センター(パルティ）  Ｈ8．4 （財）とちぎ女性センター 13 11 294,642
群群群群 馬馬馬馬 県県県県       無
埼埼埼埼 玉玉玉玉 県県県県 埼玉県女性センター（仮称）（With Youさいたま） H14.4予定
千千千千 葉葉葉葉 県県県県 千葉県女性センター  Ｈ8．11 （財）千葉県青少年女性協会 7 5 100,664
東東東東 京京京京 都都都都 東京ウィメンズプラザ  Ｈ 7．11 東京都(生活文化局) 11 21 1,011,344
神神神神 奈奈奈奈 川川川川 県県県県 県立かながわ女性センター  Ｓ57．9 神奈川県（県民部） 27 17 273,714

新新新新 潟潟潟潟 県県県県 新潟ユニゾンプラザ  Ｈ 8．8
新潟県（福祉保健部）
 （社福）新潟県社会福祉協議会 3 1 32,900

富富富富 山山山山 県県県県 富山県民共生センター(愛称：サンフォルテ）  Ｈ9．4 （財）富山県女性財団 15 2 248,754

石石石石 川川川川 県県県県 石川県女性センター  Ｓ54．10
石川県（県民文化局）
 （財）石川県女性センター 3 3 61,526

福福福福 井井井井 県県県県 福井県生活学習館（ユー・アイ  ふくい）  Ｈ 7．7 福井県（県民生活部） 21 3 117,232
山山山山 梨梨梨梨 県県県県 総合女性センター  Ｓ59．1 山梨県（企画部） 5 8 56,237

富士女性センター  Ｈ2．12 〃 4 4 31,248
峡南女性センター  Ｈ8．4 〃 3 2 14,280

長長長長 野野野野 県県県県 長野県男女共同参画センター“あいとぴあ  Ｓ59．9 （財）長野県勤労者福祉事業団 9 0 100,378

岐岐岐岐 阜阜阜阜 県県県県 岐阜県県民ふれあい会館内　男女共同参画サロン  Ｈ8．4
岐阜県（地域県民部）
(財）岐阜県県民ふれあい会館

- - -

静静静静 岡岡岡岡 県県県県 静岡県女性総合センター　あざれあ  Ｈ 5．5 静岡県（生活・文化部） 8 10 233,492

愛愛愛愛 知知知知 県県県県 愛知県女性総合センター      Ｈ8．5
愛知県（県民生活部）
（財）あいち女性総合センター 22 12 599,530

三三三三 重重重重 県県県県 三重県男女共同参画センター（愛称：ﾌﾚﾝﾃみえ）  Ｈ6．10 （財）三重県文化振興事業団 5 5 108,388
滋滋滋滋 賀賀賀賀 県県県県 滋賀県立女性センター  Ｓ61．11 滋賀県（企画県民部男女共同参画課） 5 5 98,262
京京京京 都都都都 府府府府 京都府女性総合センター  Ｈ8．4 （財）京都府民総合交流事業団 7 3 121,689
大大大大 阪阪阪阪 府府府府 大阪府立女性総合ｾﾝﾀｰ （ドーンセンター）  Ｈ6．11 （財）大阪府男女協働社会づくり財団 17 8 337,592
兵兵兵兵 庫庫庫庫 県県県県 兵庫県立女性センター（愛称：イーブン）  Ｈ 4．10 兵庫県(県民生活部生活文化局） 9 6 122,424
奈奈奈奈 良良良良 県県県県 奈良県女性センター  Ｓ61．4 奈良県（生活環境部） 7 9 46,214
和和和和 歌歌歌歌 山山山山 県県県県 和歌山県男女共生社会推進センター“りぃぶる”  Ｈ10．12 和歌山県（環境生活部共生推進局男女共生社会推進課） 10 1 18,243
鳥鳥鳥鳥 取取取取 県県県県 鳥取県男女共同参画センター（愛称：よりん彩）  Ｈ13．4 鳥取県（生活環境部） 5 8 83,456
島島島島 根根根根 県県県県 島根県立女性総合センター（愛称：あすてらす）  Ｈ11．4 （財）しまね女性センター 11 17 180,740
岡岡岡岡 山山山山 県県県県 岡山県男女共同参画推進センター（愛称：ｳｨｽﾞｾﾝﾀｰ）  Ｈ11．4 岡山県（生活環境部男女共同参画課） 7 12 117,624

広広広広 島島島島 県県県県 広島県女性総合センター(エソール広島）  Ｈ 元．4 （財）広島県女性会議 7 4 80,075
山山山山 口口口口 県県県県       無
徳徳徳徳 島島島島 県県県県 徳島県男女共同参画プラザはばたき  Ｈ 9．5 徳島県（県民環境部男女共同参画推進チーム） 0 5 28,978
香香香香 川川川川 県県県県       無
愛愛愛愛 媛媛媛媛 県県県県 愛媛県女性総合センター  Ｓ62．11 （財）えひめ女性財団 6 4 81,367
高高高高 知知知知 県県県県 こうち女性総合センター  Ｈ11．1 （財）こうち男女共同参画社会づくり財団 6 4 79,705
福福福福 岡岡岡岡 県県県県 福岡県女性総合センター（愛称：あすばる）  Ｈ8．11 （財）福岡県女性財団 12 10 171,800
佐佐佐佐 賀賀賀賀 県県県県 佐賀県立女性センター  Ｈ 7．3 （財）佐賀県女性と生涯学習財団 8 3 330,664
長長長長 崎崎崎崎 県県県県       無
熊熊熊熊 本本本本 県県県県 熊本県男女共同参画センター（仮称） H14春予定
大大大大 分分分分 県県県県 大分県女性・消費生活会館（仮称） H15春予定
宮宮宮宮 崎崎崎崎 県県県県 宮崎県男女共同参画センター H13．9予定みやざき男女共同参画推進機構

鹿鹿鹿鹿 児児児児 島島島島 県県県県 かごしま女性プラザ（仮称）） H15春予定

沖沖沖沖 縄縄縄縄 県県県県 沖縄県女性総合センター  Ｈ8．3 （財）おきなわ女性財団 25 0 151,550

札札札札 幌幌幌幌 市市市市 札幌市女性センター  Ｓ56．12 （財）札幌市青少年婦人活動協会 5 4 113,721

仙仙仙仙 台台台台 市市市市 エル・パーク仙台  Ｓ62．3 仙台市（市民局生活文化部男女共同参
画課）　（財）せんだい男女共同参画財団 19 6 293,357

千千千千 葉葉葉葉 市市市市 千葉市女性センター  Ｈ11．12
千葉市(市民局生活文化部男女共同参
画課）　（財）千葉市文化振興財団 10 7 209,808

横横横横 浜浜浜浜 市市市市 横浜女性フォーラム  Ｓ63．9 横浜市(市民局男女共同参画推進室）
フォーラムよこはま  Ｈ 5．7 （財）横浜市女性協会 56 1 826,061

川川川川 崎崎崎崎 市市市市 川崎市男女共同参画ｾﾝﾀｰ（愛称：すくらむ21）  Ｈ11．9 （財）川崎市中小企業・婦人会館 4 4 106,612
名名名名 古古古古 屋屋屋屋 市市市市        無
京京京京 都都都都 市市市市 京都市女性総合センター 「ウィングス京都」  Ｈ 6．4 （財）京都市女性協会 20 0 329,200

大大大大 阪阪阪阪 市市市市
男女共同参画センター（愛称：クレオ大阪）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北部館
 Ｈ5．6

大阪市（市民局男女共同参画課）
（財）大阪市女性協会 65 0 746,944

         〃      　　　　　　　          西部館  Ｈ6．11  
         〃                               南部館  Ｈ 8．3  
         〃                               東部館  Ｈ10．3  

神神神神 戸戸戸戸 市市市市 神戸市男女共同参画センター  Ｈ4．3 神戸市（市民局男女共同参画課） 2 12 88,689
広広広広 島島島島 市市市市        無
福福福福 岡岡岡岡 市市市市 福岡市女性センター アミカス  Ｓ63．11  （財）福岡市女性協会 14 15 380,610
北北北北 九九九九 州州州州 市市市市 北九州市立女性センター （ 愛称：ムーブ）  Ｈ7．7 （財）ｱｼﾞｱ女性交流・研究ﾌｫｰﾗﾑ 19 3 298,825
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