女性センター 一覧
○：このマークの付いた施設は「配偶者暴力相談支援センター機能」有り
施設名

住所

大阪府

○

電話番号

大阪府立男女共同参画・青少年センター
大阪市中央区大手前1-3-49
「ドーンセンター」

（電話相談）
06-6937-7800
（面接予約）
06-6910-8588

http://www.dawncen
ter.jp/jigyo/support.
html

女性相談センター

大阪市中央区大手前1-3-49

06-6949-6022

http://www.pref.osa
ka.lg.jp/joseisodan/

大阪市立男女共同参画センター
中央館（クレオ大阪中央）

大阪市天王寺区上汐5-6-25

（電話相談）
06-6770-7700
（総合受付）
06-6770-7730

大阪市立男女共同参画センター
西部館（クレオ大阪西）

大阪市此花区西九条6-1-20

（総合受付）
06-6770-7730

大阪市立男女共同参画センター
南部館（クレオ大阪南）

大阪市平野区喜連西6-2-33

（総合受付）
06-6770-7730

大阪市立男女共同参画センター
東部館（クレオ大阪東）

大阪市城東区鴫野西2-1-21

（総合受付）
06-6770-7730

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）

大阪市北区天神橋6-4-20 7階

（電話相談）
06-6354-1055
（面談予約）
06-6770-7723

男女共同参画交流の広場

堺市東区北野田1077 アミナス北野田 3階 072-236-8266

http://www.city.saka
i.lg.jp/yoyakuanai/bu
nrui/bunka/jinken/d
anjohiroba.html

堺市立女性センター

堺市堺区宿院町東4-1-27

072-223-9153

http://www.city.saka
i.lg.jp/yoyakuanai/bu
nrui/bunka/jinken/jo
seicenter.html

岸和田市立女性センター

岸和田市加守町4-28-25

（電話相談）
072-443-3328
（面接予約）
072-441-2535

http://www.city.kishi
wada.osaka.jp

とよなか男女共同参画推進センター
すてっぷ

豊中市玉井町1-1-1-501

（電話相談）
06-6844-9820
（面接予約）
06-6844-9739

http://www.toyonak
a-step.jp/

池田市男女共生サロン

池田市栄本町9-1

072-751-7830

―

吹田市立男女共同参画センター デュオ 吹田市出口町2-1

（電話相談）
06-6337-3338
（面談予約）
06-6388-1454

http://www.city.suit
a.osaka.jp/home/sos
hiki/divjinken/danjoc.html

0725-21-6555

http://www.city.izum
iotsu.lg.jp/kakuka/so
goseisaku/jinkenkeih
stsu/tantougyoumu/
danjyo/ninjinsalon/ni
njin.html

大阪市

堺市

岸和田市

豊中市

池田市
吹田市

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

泉大津市下条町11-35 市立図書館2階

高槻市
高槻市立男女共同参画センター

高槻市紺屋町1-2

072-685-3748

枚方市男女共生フロア・ウィル

枚方市岡東町12-3
ひらかたサンプラザ３号館4階

（面接予約）
072-843-5636
（電話相談）
072-843-7860

http://www.city.hira
kata.osaka.jp/soshiki
/26-1-0-0-0_2.html

茨木市立男女共生センター ローズWAM 茨木市元町4-7

（電話相談）
072-621-0892
（面接予約）
072-620-9920

http://www.rosewam
.city.ibaraki.osaka.jp/

八尾市旭ヶ丘5-85-16
八尾市男女共同参画センター 「すみれ」 生涯学習センター「かがやき」学習プラザ4
階

072-923-4940

http://danjo.osaka.jp
/yao/

茨木市

八尾市

http://www.creoosaka.or.jp

http://www.city.taka
tsuki.osaka.jp/kakuk
a/shimin/jinkenda/g
yomuannai/danjo_ce
nter/index.html

枚万市
○

ホームページＵＲＬ

泉佐野市
泉佐野市市場東1-295-1

（電話相談）
072-469-7402
（面接予約）
072-469-7125

富田林市男女共同参画センター
ウィズ

富田林市桜ヶ丘町2-8

（電話相談）
0721-23-0567
（面接予約）
0721-25-1000
（内線474）

寝屋川市男女共同参画推進センター
「ふらっと ねやがわ」

寝屋川市東大利町2-14
市立産業振興センター（にぎわい創造館）5
階

（電話相談）
072-800-5584
（面接予約）
072-800-5789

いずみさの女性センター
富田林市

寝屋川市

河内長野市

松原市人権交流センター はーとビュー

松原市南新町2-141-1

072-332-5705

大東市立生涯学習センター
「アクロス」内 男女共同参画ルーム

大東市末広町1-301
ローレルスクエア住道サンタワー内

072-869-6505

http://www.daitoacross.jp/

和泉市男女共同参画センター モアいず
和泉市いぶき野5-4-7
み

（電話相談）
0725-57-7900
（面接予約）
0725-57-6640

http://www.city.osak
a-izumi.lg.jp

男女協働参画ルーム （市役所第3別館2
箕面市稲1-14-5
階）

（電話相談）
072-723-3654
（面接予約）
072-724-6943

http://www.city.mino
h.lg.jp/danjyo/index.
html

柏原市立男女共同参画センター
フローラルセンター

柏原市安堂町1-35

（電話相談）
072-972-0110
（面接予約）
072-972-1501

http://www.city.kash
iwara.osaka.jp/

はびきのレディースセンター

羽曳野市誉田4-1-1

072-958-1111
（内線1055）

―

門真市女性サポートステーション WESS 門真市幸福町３－１

06-6900-8550

https://www.city.kad
oma.osaka.jp

摂津市立男女共同参画センター・
ウィズせっつ

摂津市南千里丘5-35

（電話相談）
06-4860-7116
（面接予約）
06-4860-7114

http://www.withsettsu.jp/

男女共同参画・多文化共生ルーム
藤井寺市 人権悩みの相談室

藤井寺市北岡1-2-3 市民総合会館本館3
階

072-939-1118

―

東大阪市立男女共同参画センター・
イコーラム

東大阪市岩田町4-3-22-600

（電話相談）
072-960-9206
（面接予約）
072-960-9205

http://www.ikoramu.
com/

せんなん男女共同参画ルーム
（ステップ）

泉南市樽井9-16-2

http://www.city.senn
an.lg.jp/kakuka/soug
（電話相談）072-482ouseisaku/jinkensuis
0590
hinka/danjobyodosa
（面接予約）072-480nkakukakari/jinkensh
2855
iminkatsudo/what/1
455068082106.html

四條畷市男女共同参画ルーム

四條畷市中野本町1-1

072-877-2121
（内線346）

―

男女共同参画コーナー

交野市天野が原町5-5-1

072-817-0997

―

大阪狭山市男女共同参画推進センター
きらっとぴあ

大阪狭山市狭山1-862-5

072-247-7047

http://www.city.osak
asayama.osaka.jp/se
ction/os.gender/inde
x.html

女性交流室

三島郡島本町桜井3-4-1

075-962-4402

―

忠岡町働く婦人の家

泉北郡忠岡町忠岡南1-18-17

0725-33-2323

―

南河内郡河南町大字白木1359-6

072-193-2500
（内線125･126）

―

箕面市

柏原市

門真市
摂津市

藤井寺市
東大阪市

泉南市

四條畷市

交野市
大阪狭山市

島本町
忠岡町
河南町

http://www.city.neya
gawa.osaka.jp/organi
zation_list/hito_fureai
/suishincenter/1382
431554970.html
http://www.city.kaw
achinagano.lg.jp/kak
uka/sougouseisaku/j
inkensuishin/index.ht
ml
http://www.city.mat
subara.osaka.jp/inde
x.cfm/8,48432,18,10
5,html

(面接予約）
0721-54-0003

和泉市

羽曳野市

―

市民交流センター内 男女共同参画セン
河内長野市昭栄町7-1
ター
松原市

大東市

http://www.city.izum
isano.lg.jp/kakuka/k
oushitsu/jinken/men
u/ladyscenter/

河南町男女共同参画コーナー

