
施設名 住所 電話番号 ホームページＵＲＬ

○ 東京ウィメンズプラザ 渋谷区神宮前5-53-67 03-5467-2455
http://www1.tokyo-womens-
plaza.metro.tokyo.jp/

千代田区

千代田区男女共同参画センター
MIW（ミュウ）

千代田区九段南1-2-1
千代田区役所10階

電話：
03-5211-8845
FAX：
03-5211-8846
相談予約受付：
03-5211-4316

http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/
kurashi/danjo/miw/index.html

中央区
中央区女性センター　ブーケ21 中央区湊1-1-1 03-5543-0651 http://bouquet21.genki365.net/

港区 港区立男女平等参画センター
「リーブラ」

港区芝浦1-16-1
（みなとパーク芝浦2階）

03-3456-4149 http://www.minatolibra.jp/

新宿区 新宿区男女共同参画推進センター
「ウィズ新宿」

新宿区荒木町１６ 03-3341-0801
http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/
index12_01.html

文京区
文京区男女平等センター 文京区本郷4-8-3 03-3814-6159 http://www.bunkyo-danjo.jp/

台東区
台東区男女平等推進プラザ　はばたき21

台東区西浅草3丁目25番16号
生涯学習センター4階

03-5246-5817
http://www.city.taito.lg.jp/index/kur
ashi/jinken/habataki21/index.html

墨田区
すみだ女性センター　すずかけ 墨田区押上二丁目12番7-111号 03-5608-1771

http://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_i
nfo/tamokuteki/sumida_zyoseicente
r/

江東区
○

江東区男女共同参画推進センター
パルシティ江東

江東区扇橋三丁目22番2号 03-5683-0341
http://www.city.koto.lg.jp/kurashi/ji
nken/danjo/index.html

品川区

品川区男女共同参画センター
品川区東大井5-18-1
品川区立総合区民会館（きゅりあん）3階

03-5479-4104
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/
hp/menu000009500/hpg000009415.
htm

目黒区

目黒区男女平等・共同参画センター
目黒区中目黒2丁目10番13号
中目黒スクエア内

03-5721-8570
https://www.city.meguro.tokyo.jp/s
hisetsu/shisetsu/sonota/danjo/sod
an.html

大田区
大田区立男女平等推進センター
エセナおおた

大田区大森北4-16-4 03-3766-4586 http://www.escenaota.jp/

世田谷区
世田谷区立男女共同参画センター
らぷらす

世田谷区太子堂1-12-40
グレート王寿ビル3～5階

03-6450-8510 http://www.laplace-setagaya.net/

渋谷区
渋谷男女平等・ダイバーシティ
センター・アイリス

渋谷区桜丘町23-21
渋谷区文化総合センター大和田8階

03-3464-3395
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/e
st/oowada/iris.html

杉並区
○

杉並区立男女平等推進センター
ゆう杉並

杉並区荻窪一丁目56番3号 03-3393-4410
http://www.city.suginami.tokyo.jp/g
uide/kusei/jinken/1005363.html

豊島区
○

豊島区立男女平等推進センター
エポック10

豊島区西池袋2-37-4
としま産業振興プラザ（ＩＫＥ・Ｂｉｚ）3階

03-5952-9501
http://www.city.toshima.lg.jp/051/k
use/danjo/dvboshi/031359.html

北区
○

スペースゆう
（男女共同参画活動拠点施設）

北区王子1-11-1 03-3913-0161
http://www.city.kita.tokyo.jp/ikiiki/k
urashi/jinken/spaceyu/index.html

荒川区

○
荒川区立男女平等推進センター
アクト21

荒川区東尾久5-9-3 03-3809-2890
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/s
hisetsu/bunkacommu/act21shisets
u.html

板橋区

○
板橋区男女平等推進センター
スクエアー・I（あい）

＜情報資料コーナー・団体交流室＞
板橋区栄町36-1　グリーンホール7階
＜相談室＞
板橋区大山東町32-15　板橋区保健所5階

＜情報資料コーナー・
団体交流室＞
03-3579-2790
＜相談室＞
03-3579-2188

http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_
kurashi/006/006633.html

練馬区
○

練馬区立男女共同参画センター
えーる

練馬区石神井町8-1-10 03-3996-9005
http://www.city.nerima.tokyo.jp/shi
setsu/bunka/sankakucenter/yell.ht
ml

足立区

足立区男女参画プラザ 足立区梅田7-33-1　エル・ソフィア内 03-3880-5222
http://www.city.adachi.tokyo.jp/san
kaku/chiikibunka/kuminsanka/danjo
.html

葛飾区
○

葛飾区男女平等推進センター
ウィメンズパル

葛飾区立石5-27-1 03-5698-2211
http://www.city.katsushika.lg.jp/inst
itution/1000097/1006913.html

江戸川区

江戸川区女性センター 江戸川区船堀4-1-1　タワーホール船堀3階 03-5676-2455
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/s
hisetsuguide/bunya/kosodate/josei
center/index.html

八王子市
八王子市男女共同参画センター 八王子市東町5-6　クリエイトホール8階 042-648-2230

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/ku
rashi/shimin/003/003/index.html

立川市
立川市女性総合センター・アイム

立川市曙町2-36-2
ファーレ立川センタースクエア内（1階と5階）

042-528-6801
http://www.city.tachikawa.lg.jp/danj
o/shisetsu/sonota/005.html

武蔵野市

武蔵野市立男女平等推進センター 武蔵野市境2-3-7　市民会館１階 0422-37-3410
http://www.city.musashino.lg.jp/kur
ashi_guide/shiminkatsudo/danjokyo
dosankaku/danjocenter/index.html

三鷹市

三鷹市女性交流室
三鷹市下連雀3-30-12
三鷹市中央通りタウンプラザ4階

0422-43-7812
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_s
ervice/003/003642.html

東京都
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府中市

府中市女性センター　スクエア21
府中市住吉町1丁目84番地
ステーザ府中中河原4階

042-351-4600
http://www.city.fuchu.tokyo.jp/shis
etu/komyunite/wcenter/index.html

調布市
調布市男女共同参画推進センター 調布市国領町2-5-15　コクティー3階 042-443-1213 http://chofu-danjyo.jp/

町田市
町田市男女平等推進センター 町田市原町田4-9-8町田市民フォーラム3階 042-723-2908

https://www.city.machida.tokyo.jp/c
ommunity/danjo/index.html

小平市
小平市男女共同参画センター　ひらく 小平市小川東町4-2-1 042-348-2112

http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kur
ashi/050/050800.html

日野市
日野市男女平等推進センター
ふらっと

日野市多摩平2－9多摩平の森ふれあい館2
階

042-584-2733
http://www.city.hino.lg.jp/index.cfm
/195,1198,339,1976,html

国分寺市
国分寺市立男女平等推進センター
ライツこくぶんじ

国分寺市光町1-46-8 042-573-4378
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/k
urashi/1011887/1011901/byoudou/
index.html

清瀬市
清瀬市男女共同参画センター
アイレック

清瀬市元町1-2-11　アミュービル4F 042-495-7002
http://www.city.kiyose.lg.jp/s007/0
20/020/010/020/060/hpg00000437
6.html

東久留米市

東久留米市男女平等推進センター

フィフティ
２
（フィフティ・フィフティ）

東久留米市本町三丁目3番1号
(東久留米市役所2階）

042-472-0061
http://www.city.higashikurume.lg.jp/
shisetsu/shikanren/danjo/1002042.
html

武蔵村山市
武蔵村山市男女共同参画センター
ゆーあい

武蔵村山市緑が丘1460番地1111号棟1階 042-590-0755 https://www.fureai-diversity.com/

多摩市
多摩市立TAMA女性センター 多摩市関戸4-72　ヴィータ・コミューネ7階 042-355-2110

http://www.city.tama.lg.jp/bunka/bu
nka/5841/index.html

稲城市

稲城市男女平等推進センター 稲城市東長沼2112-1 042-378-2112
http://www.city.inagi.tokyo.jp/kosod
ate/shakaikyouiku/plaza/shisetsu/
danjobyoudousuisincenter.html

西東京市
西東京市男女平等推進センター　パリテ 西東京市住吉町6丁目15番6号住吉会館内 042-439-0075 www.city.nishitokyo.lg.jp

小笠原村
小笠原村地域福祉センター 小笠原村父島字奥村 04998-2-2486 http://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/


	東京

