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施設名
京都府

住所

電話番号
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京都府男女共同参画センタ― らら京都

京都市南区東九条下殿田町70
（新町通九条下ル） 京都テルサ 東館2階

京都市

京都市男女共同参画センター
「ウィングス京都」

京都市中京区東洞院通六角下る御射山町
http://www.wings０７５－２１２－７４９０
262番地
kyoto.jp/

福知山市

福知山市男女共同参画センター

福知山市字内記100番地
ハピネスふくちやま3階

0773-24-7022

http://www.city.fuku
chiyama.kyoto.jp/life
/facilities/entries/0
05694.html

舞鶴市

舞鶴市男女共同参画センター
フレアス舞鶴

舞鶴市余部下1167中総合会館5F

0773-65-0055

https://www.city.mai
zuru.kyoto.jp/kurashi
/0000001177.html

綾部市男女共同参画センター
あいセンター

綾部市西町1丁目49-1I・Tビル5F

0773-42-1801

http://www.city.ayab
e.lg.jp/aicenter/inde
x.html

宇治市男女共同参画支援センター
ゆめりあ うじ

宇治市宇治里尻5－9

0774-39-9377

http://www.city.uji.k
yoto.jp/0000002736.
html

城陽市男女共同参画支援センター
ぱれっとJOYO

城陽市寺田林ノ口11番地の114

0774-54-7545

http://www.city.joyo.
kyoto.jp/government
/gender/page8

長岡京市女性交流支援センター

長岡京市神足二丁目3番1号 バンビオ1番
館内長岡京市立総合交流センター6階

075-963-5501

http://www.city.naga
okakyo.lg.jp/0000000
375.html

八幡市女性ルーム

八幡市八幡軸63

075-981-3127

http://www.city.yaw
ata.kyoto.jp/0000001
406.html

京田辺市女性交流支援ルーム ポケット

京田辺市田辺中央5-2-1アル・プラザ京田
辺2階

0774-65-3709

http://www.kyotana
be.jp/soshiki/4-100-0-0_31.html

京丹後市女性センター

京丹後市峰山町杉谷889番地
京丹後市役所市民協働課

0772-69-0240

―

木津川市女性センター

木津川市相楽台4丁目3番地

0774-72-7719

http://www.city.kizu
gawa.lg.jp/sections/i
ndex.cfm?footer=56

滋賀県立男女共同参画センター

近江八幡市鷹飼町80-4

0748-37-3751

http://www.pref.shig
a.lg.jp/c/gnet/index.html

大津市男女共同参画センター

大津市浜大津四丁目１番１号
明日都浜大津１階

077-528-2615

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

彦根市男女共同参画センター 「ウィズ」 彦根市平田町670番地

0749-24-3529

http://www.city.hiko
ne.shiga.jp/

高島市働く女性の家 ゆめぱれっと高島 高島市今津町今津1640番地

0740-22-5775

http://npogenki.com/josei/

米原市人権総合センター・男女共同参画
米原市一色444番地
センター ソーシャル・キャピタルプラザ

0749-54-2444

http://scplaza.jimdo.
com/

奈良県女性センター

奈良市東向南町6

0742-27-2300

http://www.pref.nara
.jp/11774.htm

和歌山県男女共同参画センター
りぃぶる

073-435-5245
和歌山市手平2丁目1-2 和歌山ビッグ愛9F 相談専用TEL：
073-435-5246

和歌山市男女共生推進センター みらい

和歌山市小人町29番地（あいあいセンター
内）

田辺市男女共同参画センター

田辺市高雄一丁目23-1
田辺市民総合センター4F

兵庫県立男女共同参画センター
「イーブン」

神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号
神戸クリスタルタワー7階

075-692-3433

綾部市

宇治市
城陽市

長岡京市

八幡市

京田辺市

京丹後市

木津川市

滋賀県
○
大津市
彦根市
高島市
米原市
奈良県
和歌山県

和歌山市

田辺市

兵庫県

http://www.pref.wak
ayama.lg.jp/prefg/03
1501/
http://www.city.wak
（代表）073-432-4704 ayama.wakayama.jp/
kurashi/kyoudou_jink
（相談用）073-431en_byoudou/1001128
5528
/
http://www.city.tana
（相談用）0739-26be.lg.jp/danjo/souda
4919
n.html
078-360-8550

http://www.hyogoeven.jp/

078-382-0037

http://www.city.kobe
.lg.jp/life/community
/cooperation/dv.htm
l

078-361-6977

http://www.city.kobe
.lg.jp/life/community
/cooperation/asutep
pu/index.html

神戸市
○

神戸市配偶者暴力相談支援センター

神戸市男女共同参画センター
「あすてっぷKOBE」

-

神戸市中央区橘通3-4-3

http://www.kyotowomensc.jp/

姫路市
尼崎市
明石市

姫路市男女共同参画推進センター
「あいめっせ」

姫路市本町68番地290 イーグレひめじ3階 079-287-0803

尼崎市女性・勤労婦人センター
「尼崎市女性センター・トレピエ」

尼崎市南武庫之荘3丁目36番1号

06-6436-6331

あかし男女共同参画センター

明石市東仲ノ町6-1
アスピア明石北館7・8・9階

078-918-5600

西宮市

芦屋市

伊丹市
相生市

http://www.nishi.or.j
p/navi/ln_000960000
0.html

芦屋市男女共同参画センター
「ウィザスあしや」

芦屋市公光町5-8

0797-38-2023

http://www.city.ashi
ya.lg.jp/danjo/withus
/centerwithus.html

伊丹市立女性・児童センター

伊丹市御願塚6丁目1-1

072-772-1078

http://www.itamidanjo.jp/

相生市男女共同参画センター

相生市旭1丁目2－10（相生市役所3号館
内）

0791-23-7130

http://www.city.aioi.ｌ
ｇ.jp

加古川市男女共同参画センター

加古川市加古川町北在家2718
加古川市立青少年女性センター2階

079-424-7172

赤穂市女性交流センター

赤穂市加里屋中洲3丁目55番地
赤穂市民会館3階

0791-43-7800

西脇市男女共同参画センター

西脇市野村町茜が丘16-1
茜が丘複合施設「Ｍｉｒａｉｅ」

0795-25-2800

宝塚市男女共同参画センター・エル

宝塚市栄町2丁目1-2 ソリオ2 4階

0797-86-4006

http://www.takarazu
ka-ell.jp/

三木市男女共同参画センター
「こらぼーよ」

三木市福井1933-12 教育センター3階

0794-89-2331

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

高砂市男女共同参画センター

高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

079-443-9133

http://www.city.taka
sago.lg.jp

川西市男女共同参画センター
「パレットかわにし」

川西市小花1丁目8-1（ジョイン川西内）

072-759-1856

http://www.gescakawanishi.jp

小野市男女共同参画センター

小野市中島町72番地
小野市うるおい交流館エクラ内

0794-62-6765

http://www.ksksarche.jp/danjo/

三田市まちづくり協働センター

三田市駅前町2番1号 三田駅前一番館
（キッピーモール）6階

079-563-8000

http://www.city.sand
a.lg.jp

加西市男女共同参画センター

加西市北条町北条28-1
アスティアかさい3階

0790-42-0105

http://www.city.kasa
i.hyogo.jp/01kura/04
koky/04tiik05.htm

篠山市男女共同参画センター
「フィフティ」

篠山市北新町41 市役所第2庁舎3階

079-552-6926

http://www.city.sasa
yama.hyogo.jp/

養父市男女共同参画センター

養父市広谷296-1

079-664-2110

http://www.city.yabu
.hyogo.jp/6166.htm

淡路市市民協働センター

淡路市志筑新島10番地3
（イオン淡路店アルクリオ１F）

0799-64-0999

awaji_shimin@city.aw
aji.lg.jp

赤穂市

宝塚市
三木市
高砂市
川西市
小野市
三田市

http://www.amachi.jp/center/

西宮市男女共同参画センター「ウェーブ」 西宮市高松町4番8号 プレラにしのみや4階 0798-64-9495

加古川市

西脇市

imessae@city.himeji.l
g.jp
http://www.amagasa
ki-trepied.com/

http://www.city.kako
gawa.lg.jp
https://www.city.ako
.lg.jp/shimin/jinken/j
yoseikouryucenter.ht
ml
http://www.city.nishi
waki.lg.jp

加西市

篠山市
養父市
淡路市

