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神奈川県

○

電話番号
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神奈川県立かながわ男女共同参画
センター（愛称：かなテラス）

藤沢市鵠沼石上2-7-1
県藤沢合同庁舎２階

0466-27-2111(代)
☆DV一般相談
0466-26-5550
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4
☆週末ホットライン
1205/
045-451-0740
☆多言語による相談
050-1501-2803

川崎市男女共同参画センター
(愛称：すくらむ21）

川崎市高津区溝口2-20-1

044-813-0808

http://www.scrum21.or.jp

男女共同参画センター横浜
フォーラム

横浜市戸塚区上倉田町435-1

045-862-5050

http://www.women.city.yokohama.jp
/find-from-c/c-yokohama/

男女共同参画センター横浜南
フォーラム南太田

横浜市南区南太田1-7-20

045-714-5911

http://www.women.city.yokohama.jp
/find-from-c/c-minami/

男女共同参画センター横浜北
アートフォーラムあざみ野

横浜市青葉区あざみ野南1-17-3

045-910-5700

http://www.women.city.yokohama.jp
/find-from-c/c-kita/

デュオよこすか

横須賀市本町2丁目1番地

046-822-0804

http://www.city.yokosuka.kanagawa.
jp/2420/sisetu/fc100000850.html

茅ヶ崎市男女共同参画推進センター
いこりあ

茅ヶ崎市新栄町12-12
茅ヶ崎トラストビル4階

0467-57-1414
（女性のための相談
室）0467-84-4772

http://www.city.chigasaki.kanagawa.
jp/danjyo/1009310/index.html

相模原市立男女共同参画推進センター
（ソレイユさがみ）

相模原市緑区橋本6-2-1
（シティ・プラザはしもと内）

042-775-1775

http://www.soleilsagami.jp/

南足柄市女性センター

南足柄市関本591-1ヴェルミ3 3階

0465-73-8211

http://www.city.minamiashigara.kanaga
wa.jp/shisetsu/siminkatsudou/jyosei_c
enter.html

埼玉県男女共同参画推進センター
「With Ｙou さいたま」

さいたま市中央区新都心2-2

048-601-3111

http://www.pref.saitama.lg.jp/withyo
u/

さいたま市男女共同参画推進センター
「パートナーシップさいたま」

さいたま市大宮区桜木町1-10-18
シーノ大宮センタープラザ3階

048-642-8107

http://www.city.saitama.jp/006/010
/002/index.html

川越市男女共同参画推進施設
「ウェスタ川越（3階）貸館施設」

川越市新宿町1-17-17

049-249-3777

http://www.westa-kawagoe.jp

熊谷市男女共同参画推進センター
「ハートピア」

熊谷市筑波三丁目202番地 ティアラ21 4階 048-599-0011

http://www.city.kumagaya.lg.jp/shis
etsu/kurashi/danjokyodosankaku.ht
ml

行田市男女共同参画推進センター
VIVAぎょうだ

行田市佐間3-23-6

048-556-9301

http://www.city.gyoda.lg.jp/kurashi/
chiiki/viva/

所沢市男女共同参画推進センター
ふらっと

所沢市寿町27番7号
コンセールタワー所沢2階

04-2921-2220

http://www.city.tokorozawa.saitama
.jp/shisetu/bunka/flat/

加須市女性センター 市民プラザかぞ

加須市中央2丁目4番17号

0480-62-0200

http://www.kazocity.or.jp/plaza/female_center.html

春日部市男女共同参画推進センター
（ハーモニー春日部）

春日部市緑町3-3-17

048-731-3333

http://www.city.kasukabe.lg.jp/shise
tsuannai/category_search/kyouiku/har
mony/harmony.html

狭山市男女共同参画センタ―

狭山市入間川1-3-1

04-2937-3617

https://www.city.sayama.saitama.jp
/

羽生市女性センター パープル羽生

羽生市南5丁目4番地3

048-561-1681

http://www.city.hanyu.lg.jp/docs/20
09060101809/

鴻巣市市民活動センター内
男女共同参画コーナー

鴻巣市本町1-2-1
（エルミこうのすアネックス3階）

048-577-3512

http://www.city.kounosu.saitama.jp/
shisetsu/5/1457600176034.html

深谷市男女共同参画推進センター
Ｌ・フォルテ

深谷市上柴町西4-2-14
ｱﾘｵ深谷3F ｷﾗﾗ上柴内

048-573-4761

http://www.city.fukaya.saitama.jp

草加市文化会館 男女共同参画
さわやかサロン

草加市松江1丁目1番5号 草加市文化会館 048-931-9325
内
（内線50）

越谷市男女共同参画支援センター
「ほっと越谷」

越谷市大沢3丁目6番１号

048-970-7411

http://hot-koshigaya.jp

上戸田地域交流センター
「あいパル」

戸田市上戸田2-21-1

048-229-3133

http://www.ipal-friendship.net/

川崎市

横浜市

横須賀市

茅ヶ崎市

相模原市

南足利市

埼玉県
○
さいたま市

川越市

熊谷市
○
行田市

所沢市

加須市

春日部市

狭山市

羽生市

鴻巣市

深谷市

草加市

越谷市

戸田市

http://www.city.soka.saitama.jp/con
t/s1402/a03/06.html

入間市
入間市男女共同参画推進センター

入間市豊岡4-2-2

04-2964-2536

http://irumadanjyo.seesaa.net/

朝霞市女性センター それいゆぷらざ

朝霞市青葉台1-7-1

048-463-2697

http://www.city.asaka.lg.jp/

新座市男女共同参画推進プラザ

新座市東北2-36-11（にいざほっとぷらざ内） 048-486-8639

八潮市役所駅前出張所内
八潮女性サロン

八潮市大瀬一丁目1番地1 マインループ１
階

048-996-2159
(人権・男女共同参画 http://www.city.yashio.lg.jp/
課）

坂戸市勤労女性センター リーベン

坂戸市千代田一丁目1番22号

049-281-3595

http://www.city.sakado.lg.jp/

鶴ヶ島市女性センター「ハーモニー」

鶴ヶ島市大字脚折1922番地7

049-287-4755

http://www.city.tsurugashima.lg.jp/p
age/dir000236.html

吉川市民交流センター おあしす

吉川市きよみ野1丁目1番地

048-984-1888

http://www.yoshikawa-oasistosho.info/oasis/

上里町男女共同参画推進センター
ウィズ・ユー上里

上里町大字七本木393

0495-35-1357

http://www.town.kamisato.saitama.j
p

千葉県男女共同参画センター

千葉市稲毛区天台6丁目5番2号
千葉県青少年女性会館内

043-252-8036

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyousei
/index.html

千葉市男女共同参画センター

千葉市中央区千葉寺町1208-2
千葉市ハーモニープラザ内

043-209-8771

http://www.chp.or.jp/danjo/

市川市男女共同参画センター
（愛称「ウィズ」）

市川市市川1-24-2

047-322-6700

http://www.city.ichikawa.lg.jp/gen05
/1111000001.html

船橋市

男女共同参画センター

船橋市宮本2-1-4

047-423-0757

http://www.city.funabashi.lg.jp/shis
etsu/shiminkatsudo/0002/0003/00
01/p011270.html

松戸市

女性センター「ゆうまつど」

松戸市本町14-10

047-364-8778

http://www.city.matsudo.chiba.jp/s
hisetsuguide/kaikan_hole/yuu_matsudo/ind
ex.html

佐倉市

佐倉市男女平等参画推進センター
「ミウズ」

佐倉市王子台1-23レイクピアウスイ3階

043-460-2580

http://mews.shiteikanri-sakura.jp

習志野市

男女共同参画センター

習志野市津田沼5-12-12
サンロード津田沼5階

047-453-9307

https://www.city.narashino.lg.jp/joh
o/danjokyodo/index.html

市原市

市原市男女共同参画センター

市原市五井中央西1-1-25
（郵便物については、市原市国分寺台中央
1-1-1人権・国際課）

0436-23-9826

jinkenkokusai@city.ichihara.lg.jp

八千代市

八千代市男女共同参画センター

八千代市八千代台南1-11-6

047-485-6505

http://www.city.yachiyo.chiba.jp/10
2502/index.html

鎌ケ谷市

鎌ケ谷市男女共同参画推進センター

鎌ケ谷市富岡1-1-3
ショッピングプラザ鎌ケ谷3階

047-401-0891

http://www.city.kamagaya.chiba.jp/
danjo_center/index.html

浦安市

浦安市男女共同参画センター
（愛称「ルピナス」）

浦安市猫実一丁目1番2号
浦安市文化会館2階

047-712-6803

http://www.city.urayasu.lg.jp/todok
ede/danjo/center/index.html

白井市

白井市青少年女性センター

白井市清戸766-1

047-492-2022

http://www.shiroisyakyo.jp/content
s/business-guide/welfarecenter/youth-center/

柏市

柏市男女共同参画センター

柏市柏1-7-1-301
ＤａｙＯｎｅタワー3階 パレット柏内

04-7167-1127

http://www.city.kashiwa.lg.jp/sanka
kueye/

女性プラザ男女共同参画支援室

水戸市三の丸1-7-41

029-233-3982

http://www.pref.ibaraki.jp/bugai/jos
ei/danjo/challenge/index.html

水戸市男女平等参画センター 「びよん
ど」

水戸市五軒町1－2－12
みと文化交流プラザ5階

029－226－3161

www.city.mito.lg.jp

日立市女性センター「らぽーるひたち」

日立市鮎川町1-1-10

0294-36-0554

http://rapporthitachi.jp/

土浦市男女共同参画センター

土浦市大和町9-1
ウララビル2階

029-827-1107

httｐ:∥www.city.tsuchiura.lg.jp

阿見町男女共同参画センター

稲敷郡阿見町若栗1886-1
阿見町中央公民館内

029-896-3181

http://www.town.ami.lg.jp/

ひたちなか市男女共同参画センター

ひたちなか市笹野町2丁目8番2号

（相談用）
029-274-3002

https://www.city.hitachinaka.lg.jp/

坂東市女性センター

坂東市岩井3108番地 岩井公民館内

0297-35-2121
(内線1371）
市民協働課内

http://www.city.bando.lg.jp/

とちぎ男女共同参画センター
パルティ

宇都宮市野沢町4-1

028-665-8720

http://www.parti.jp/index.html

朝霞市
○
新座市

八潮市

http://www.city.niiza.lg.jp/map/hotp
laza.html

坂戸市

鶴ヶ島市

吉川市

上里町

千葉県
○
千葉市

市川市

○

「ステップならしの」

茨城県

水戸市
日立市
土浦市
阿見町

○

ひたちなか市

坂東市

栃木県

○

宇都宮市
028-636-5731

http://www.city.utsunomiya.tochigi.j
p/shisei/koryu/danjo/1009427.html

足利市市民プラザ男女共同参画センター 足利市朝倉町264

0284-73-8080

http://shimin-plaza.ashikagambs.or.jp/

佐野市男女共同参画推進センター
パレットプラザさの

佐野市田沼町974-3
田沼行政センター2階

0283-61-1140

http://www.city.sano.lg.jp/shisetsu/
08/danzyo.html

日光市 女性サポートセンター

日光市清滝桜ケ丘町210-7

0288-53-1010

http://www.city.nikko.lg.jp/jinkendan
jo/gyousei/shisei/danjo/supportcenter.html

小山市勤労者福祉会館・男女共同
参画センター

小山市八幡町1-4-5

0285-22-8078

https://www.city.oyama.tochigi.jp/s
hisetsu/sontashisetsu/dannjyokyou
dousannka.html

ぐんま男女共同参画センター
とらいあんぐるん

前橋市大手町1-13-12

027-224-2211
http://www.pref.gunma.jp/07/p0310
027-224-5210(相談用) 0039.html

前橋市男女共同参画センター

前橋市本町一丁目5-2

027-898-6517

ｈｔｔ
ｐ://www.city.maebashi.gunma.jp/sis
ei/
517/518/index.html

高崎市男女共同参画センター

高崎市足門町1669番地2

027-329-7118

http://www.city.takasaki.gunma.jp/d
ocs/2013121701983/#center

山梨県立男女共同参画推進センター
「ぴゅあ峡南」

南巨摩郡南部町内船9353-2

0556-64-4777

http://www.yamanashibunka.or.jp/pwm/topicskyonan.html

山梨県立男女共同参画推進センター
「ぴゅあ富士」

都留市中央3-9-3

0554-45-1666

http://www.yamanashibunka.or.jp/pwm/topicsfuji.html

山梨県立男女共同参画推進センター
「ぴゅあ総合」

甲府市朝気1-2-2

055-235-4171

http://www.yamanashibunka.or.jp/pwm/topicssogo.html

甲府市男女共同参画センター

甲府市相生2-17-1

055-237-5209

http://www.city.kofu.yamanashi.jp/d
anjo/kurashi/danjo/center.html

宇都宮市女性相談所
足利市
佐野市

宇都宮市明保野町7-1

日光市

小山市

群馬県

前橋市

高崎市

山梨県

○
甲府市

