
全国
相談窓口案内

全国
相談窓口案内
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北海道
■北海道立女性プラザ
〒060-0002 札幌市中央区北2条西7
C011-251-6349
人生相談 水曜13時～17時

カウンセラーによる電話・面接相談
法律相談 金曜13時15分～15時45分

弁護士による面接相談
いずれも予約制

■札幌市女性センター
〒060-0042 札幌市中央区大通西19
C011-621-5177
一般相談 火・木曜10時～12時

（第２火曜は18時～20時）
電話でも面接でも相談できます。

法律相談 金曜13時～15時
（第２金曜は18時～20時）

面接相談 （１人30分）女性の弁護士が担当
予約制　心とからだ相談
火曜14時～16時

面接相談 （１人50分）女性の精神科医、産
婦人科医が担当　予約制

相談専用C011-621-5266
予約受付C011-621-5177

■函館市働く婦人の家
〒040-0042 函館市東川町11-12
C0138-23-4188
家庭生活相談 月・木曜10時～15時

ボランティアのカウンセラー
が担当

■空知婦人会館
〒068-0025 岩見沢市五条西7-4
C0126-23-9236
家庭生活相談 月～金曜9時～15時

ボランティアのカウンセラー
が担当

■釧根地域婦人会館
〒085-0017 釧路市幸町9-1
C0154-23-6471
性犯罪被害相談

月～金曜10時30分～14時30分
ボランティアのカウンセラーが担当

結婚相談 月～金曜10時～16時

秋田
■秋田県婦人会館　プラッツ・エル
〒010-0001 秋田市中通2-3-8
C018-836-7840
一般相談 月～金曜10時～16時相談

専用C018-836-7846
「からだと性の電話相談」（保健婦が担当）を
年１回企画

宮城
■エル・パーク仙台
〒980-8555 仙台市青葉区一番町4-11-1
C022-268-8300
一般相談 月・水曜、第1・第3土曜

10時～16時　原則として面接相談
（１人1時間程度）予約制

ここで紹介する相談窓口は、広く女性の悩み一般の相談窓口です。必ず

しもドメスティックバイオレンスや性被害の相談を専門に受けて付けてい

るものではありません。また、相談できる内容や対応は、各施設や年度に

よって異なります。くわしくは直接問い合わせて下さい。

女性センター

婦人会館
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法律相談 毎週木曜10時～16時
弁護士による面接相談（１人30分）
予約制

育児相談 毎週金曜10時～15時
エル・パーク仙台専任保母が担当
電話でも面接でも相談できます。

相談室直通電話C022-268-8302
火・日曜、祝日、休館日、年末年始は閉室

山形
■山形市女性センター　ファーラ
〒990-0832
山形市城西町2-2-22
C 023-645-8077
一般相談 月～日曜1週間に28時間

曜日により時間変動
（1人1時間程度）
原則として面接相談

法律相談 第2・4金曜16時～18時
弁護士による面接相談
（１人20分程度）

健康相談 毎月第2火曜14時～16時
女性医師による面接相談
（１人30分程度）

いずれも予約制

栃木
■とちぎ女性センター　パルティ
〒320-0071
宇都宮市野沢町4-1
C 028-665-7700
一般相談 火～土曜9時～16時

（うち1時間昼休み）
健康相談 第1・３木曜15時～17時

医師が担当　予約制
法律相談 第2・4木曜13時30分～15時30分

弁護士が担当　予約制
相談専用 C028-665-7714

茨城
■茨城県婦人会館
〒310-0033
水戸市常磐町1-3-1
C029-221-7195
電話相談 10時～16時
法律相談 原則として奇数月の第2木曜

予約制

■日立市女性センター　らぽーるひたち
〒316-0036 日立市鮎川町1-1-10
C0294-36-0554
電話・面接相談　月～金曜　10時～16時

埼玉
■所沢市女性センター　ふらっと
〒359-1122
所沢市寿町27-7
コンセールタワー所沢２Ｆ
C0429-21-2220
電話相談 月・水・金曜10時～16時
面接相談 第1・3火曜

14時～17時・18時～20時 予約制
法律相談 第2火曜14時～20時　予約制

■与野市女性総合センター
〒338-0001 与野市上落合6-9-3
C048-853-8231
フェミニストカウンセリング

月曜10時～16時　予約制
相談専用 C 048-857-8811

■川越市婦人会館
〒350-1121 川越市脇田新町10-2
C0492-42-6346
一 般 相 談 毎月第3火曜10時～16時
女性問題相談 毎月第1・３金曜10時～16時

電話でも面接でも相談できます。
内 職 相 談 毎週水曜10時～16時
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千葉
■千葉県女性センター
〒277-0882
柏市柏の葉4-3-1
さわやかちば県民プラザ内
C0471-40-8602
電 話 相 談
一 般 相 談 水・金～日曜9時30分～16時

（第２・4金曜午後は休み）
火・木曜9時30分～20時

こころの相談 （精神科医）第3火曜 予約制
法 律 相 談 （弁護士）第４木曜　予約制
面 接 相 談 毎週水曜　予約制
相談室専用 C0471-40-8605

FAX0471-40-8606

■市川市女性センター　ウィズ
〒272-0034
市川市市川1-24-2
C 047-322-6700
一般相談 休館日（火曜・祝休日・年末年始）

を除く 毎日10～16時
（土日曜は13時まで）
相談専用C047-323-1777

法律相談 水曜13～17時　面接相談は予約制
就業相談 金曜10～16時

相談専用C047-326-1432

■船橋市女性センター
〒273-0003
船橋市宮本2-1-4
C047-423-0757
女性の生き方相談

火・金曜10～16時　予約制
電話相談もできる。

女性のための法律相談
第１木曜9時30分～14時30分
第３月曜16時～20時　予約制
女性弁護士が担当

女性就業相談　10～15時
女性のための社会保険年金相談

第２水曜15～19時
女性社会保険労務士が担当

■松戸市女性センター　ゆうまつど
〒271-0091 松戸市本町14-10
C047-364-8778
こころの相談 月・木曜10～16時

（第１木曜14～20時）
女性就業相談 火曜10～16時

千葉県就業援助センターによ
る出張相談

女性労働相談 第1火曜13時30分～16時30分
21世紀職業財団よる出張相談

東京
■東京ウィメンズプラザ
〒150-0001 渋谷区神宮前15-53-67
C03-5467-1711
悩み相談 月～土曜10時～17時

日・祝休日10時～16時30分
面接相談もできますが、まず電話を。
相談専用C03-5467-2455

法律相談 火曜14時～17時　面接相談
女性の弁護士が担当　予約制

女性のからだ健康相談
木曜14時～17時
電話相談女性の医師が担当
相談電話C03-5467-2488

東京都に在住・在勤・在学者を対象としてい
ます。

■中央区立女性センター　ブーケ21
〒104-0043
中央区湊1-1-1
C03-5543-0651
女性相談 専門カウンセラーが担当

相談専用C03-5543-0653
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■港区立女性センター　リーブラ
〒108-0023
港区芝浦3-1-47
C03-3456-4149
女性相談 水・金曜10時～16時

カウンセラーが担当
相談専用C03-3456-5771

■新宿区立女性情報センター　ウィズ新宿
〒160-0007
新宿区荒木町16
C03-3341-0801
電話相談 火・土曜10時～16時

相談専用C03-3353-2000
（受付は15時まで）

面接相談 火～土曜10時～16時　予約制
予約はC03-3341-0801

■せたがや女性センター　らぷらす
〒155-8666
世田谷区北沢2-8-18
北沢タウンホール9-11Ｆ
C03-5478-8021
カウンセリング

毎週月曜（第3除く）・水曜
10～16時　面接でも電話でも相談
ができます。
相談室直通C03-5478-8023

法律相談　毎週金曜（第5除く）14～16時30分
面接相談　当日正午までに予約を

就職相談＆紹介
第２・第４火曜13～16時

■渋谷女性センター　アイリス
〒150-0002
渋谷区渋谷1-17-7
全国婦人会館5-7F
C03-5466-3956
女性問題何でも相談　　毎週金曜13～16時
女性のための法律相談　毎週火曜13～16時

■中野女性会館
〒164-0001 中野区中野2-13-14
C03-3380-6945
一般相談 月～金曜10～12時・13～16時

第１・3土曜10～12時
法律相談 第１土・第３金曜13～16時

女性弁護士が担当
事前に予約と面接が必要です。

からだと心のグループ相談
原則として第１土曜14～16時
ボディワークを中心にからだを動
かすことを通して自分のことを知
るワーク。
くわしくは問い合わせを。

■杉並区立男女平等推進センター　ゆう杉並
〒167-0051 杉並区荻窪1-56-3
C03-3393-4410
一般相談 火～土曜10時～16時

電話でも面接でも。
法律相談 木曜13時30分～16時30分 予約制

相談室直通C03-3393-4713

■北区女性センター　アゼリアプラネット
〒114-0003 北区豊島1-14-12
C03-3913-0161
心の相談 水曜15～19時・金曜13～17時

女性カウンセラーが担当　予約制
予約C03-3913-0015

法律相談 第１土曜9時30分～12時30分
女性弁護士が担当代表電話で予約受付

体の相談 第１火曜14時～17時
女性産婦人科医が担当
代表電話で予約受付

■荒川区立男女平等推進センター アクト21
〒116-0012 荒川区東尾久5-9-3
C03-3809-2890
毎週水曜10時～16時（第１水曜16時～20時）
予約制　電話相談もできます。
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■練馬区立練馬女性センター
〒177-0041 練馬区石神井町8-1-10
C03-3996-9005
女性の何でも相談

休館日（火曜と年末年始）を除く
毎日9時～19時（祝・休日17時まで）
面接・電話のほか手紙でも相談可

子育て相談 月・水・金・土曜（祝日・休日除く）
9時～17時
面接・電話のほか手紙でも相談可。

心の相談 休館日（火曜と年末年始）を除く
毎日10時～19時
（祝・休日17時まで）予約制

法律相談 木・土曜13時～16時　予約制
相談室直通電話C03-3996-9050

■足立区女性総合センター
〒123-0851 足立区梅田7-33-1
C03-3880-5222
女性相談室 火・金曜10～16時

水・木曜14～20時
電話予約が必要です。
専用C03-3880-5223

■葛飾区女性センター　ウィメンズパル
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
C03-5698-2211
こころの悩み相談

月～金曜9時～17時 電話相談もできます。
相談専用C03-5698-2213

※次の相談については、電話での予約が必要
です。予約C03-5698-2211
労働相談 第２・４金曜14～16時
法律相談 毎週火曜13～16時
健康相談 毎週木曜13時30分～15時30分

（第３木曜は15時まで）

■立川女性総合センター　アイム
〒190-0012 立川市曙町2-36-2
C042-528-6801

カウンセリング
火・木・土曜13時～17時（第３木曜除く）
電話でも面接でも相談できます。土曜は
電話相談のみ 予約制
相談専用C042-528-6802

消費生活相談　月～金曜9時～16時
相談専用C042-528-6810

■三鷹市女性交流室
〒181-0013 三鷹市下連雀3-13-10
三鷹市コミュニティプラザ4F
C0422-44-6600（月～金8時30分～17時）
C0422-71-0030（土13時～17時）
女性のためのこころの相談
毎週木・土曜13時～17時　予約制
三鷹市在住・在勤・在学の女性に限ります

■府中市女性センター　スクエア21
〒183-0034 府中市住吉町1-84
ステーザ府中中河原4F C042-351-4600
女性問題相談　月～金曜9時～17時予約優先
相談専用C042-351-4602

青少年子ども相談
月～金曜9時～17時予約優先
相談専用C042-360-7041

■日野市立女性センター
〒190-0011 日野市日野本町1-6-3
C042-584-2733
女性相談 毎週水曜（第５は除く）

9時45分～11時30分・13時～15時
相談専用C042-587-8177

■清瀬市男女共同参画センター　アイレック
〒204-0021 清瀬市元町1-2-11
C0424-95-7002
一般相談 火・木・金曜10時～16時

水18時30分～21時
面接でも電話でも相談ができます。
カウンセラーが担当
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法律相談 第１・3水曜14時～16時
弁護士が担当

こころ相談 第２火曜14時～16時
精神科医が担当　いずれも予約制
相談専用C0424-95-7003

■国分寺市女性センター　ライツこくぶんじ
〒185-0034 国分寺市光町1-46-8
ひかりプラザ内　C042-573-4378
女性の悩み相談

第１木曜13時30分～16時30分 面接相談
カウンセラー（女性）が担当　予約制

女性法律相談
第３木曜13時30分～16時30分
面接相談女性弁護士が担当予約制

電話相談　第2・4・5木曜13時30分～16時30分
相談室直通C042-573-4342
カウンセラー（女性）が担当。

神奈川
■神奈川県立かながわ女性センター
〒251-0036
藤沢市江の島1-11-1
C0466-27-2111
こころとからだの健康相談

休館日を除く毎日　保健婦が担当
電話・面接C0466-27-6000

悩み一般相談
休館日を除く毎日　電話・面接
C0466-27-6008・6028

就職相談
毎週火・木曜C0466-27-6022

セクシャル・ハラスメント相談
休館日をのぞく毎日　電話・面接
第２木曜は女性弁護士が面接
C0466-28-2367

法律相談
毎週水曜　女性弁護士が面接
C0466-27-6008・6028

夫婦・家族のトラブル相談
第2・4水曜　家事専門相談員が面接
C0466-27-6008・6028

精神保健相談
第１木曜精神科医が面接
C0466-27-6000

※面接相談は予約制です。相談・面接予約の
電話受付は9時～12時・13時～17時（木曜は
15時）までです。
※休館日は原則として、毎週月曜と祝日。金
土日に祝日が重なった場合は開館し、翌週の
火曜に休館。
※面接相談のさいには一時保育（2歳以上就学
前まで）が利用できます。

■横浜女性フォーラム
〒244-0816
横浜市戸塚区上倉田町435-1
C045-862-5050
心とからだと生き方の総合相談

電話相談C045-871-8080
面接・専門相談予約制
月～日曜9時30分～12時
月・金曜18時～20時
（木曜・祝日の翌日・年末年始休み）

女性に対する暴力電話相談
毎週火曜13時～16時
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■川崎市中小企業・婦人会館
〒211-0004 川崎市中原区新丸子東3-473-2
C044-422-2525
電話・面接相談
くらしの相談

月～金曜13時～16時
子ども教育相談

第1・2・3日曜
10時～12時・13時～16時

税務相談 第１・3木曜13時～16時
労働相談 毎週水曜17時～20時
面接相談　
法律相談 第１水～4水曜13時～16時

１人30分
思春期保健相談

第４土曜13時30分～15時30分

■南足柄市女性センター
〒250-0192 南足柄市関本591-1
ヴェルミ3棟3F C0465-73-8211
女性のこころの悩みごと相談

毎週月曜9時30分～16時予約制

山梨
■山梨県立総合女性センター
〒400-0862 甲府市朝気1-2-2
C0552-35-4171
女性総合相談 火～金曜9時～16時

相談専用C0552-37-7830

長野
■長野県女性総合センター
〒394-0033
岡谷市南宮東10019
C0266-22-5781
一般相談 毎週火～日曜9時～21時

（月曜・祝日・年末年始は休み）
電話でも面接でも相談ができます。

法律相談 毎月第2金曜10時～12時　面接相談
女性弁護士が担当　予約制

■長野市勤労者女性会館　しなのき
〒380-0814 長野市大字鶴賀西鶴賀町1481-1
C026-237-8303
女性のための相談　毎週水曜10時～12時30分
電話でも面接でも相談できます。

新潟
■新潟県女性センター
〒950-0994
新潟市上所2-2-2 新潟ユニゾンプラザ2F
C025-285-6610
法 律 相 談 毎月第1・2・4火曜

13時30分～16時 弁護士が担当
こころの相談 毎月第３木曜13時30分～16時

（精神科医）
＊電話での予約が必要です。

■新潟市女性センター　「アルザ」
〒950-0082 新潟市東万代町9-1
万代市民会館3F C025-246-7713
一般相談　火・木・金・土10時～16時

カウンセラーが担当
労働相談　毎週土曜14時～16時

社会労務士が担当
＊日曜・祝日・年末年始は休み

富山
■富山県女性総合センター　サンフォルテ
〒930-0805 富山市湊入船町6-7
C0764-32-4500
電話・面接相談

火～土曜
9時30分～12時・13時～16時
（日・月・祝日は休み）
相談専用C0764-32-6611
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特別相談 弁護士相談　火曜または水曜
13時30分～15時30分（予約制）

医師相談 毎月第１・3水曜
13時30分～15時30分

※その他、グループカウンセリングを年3～4
回企画。

石川
■石川県女性センター
〒920-0861 金沢市三社町1-44
C076-234-1112
一般相談 月～金曜・毎月第１土曜

10時～15時（年末・年始・祝日は除く）
特別相談 毎週水曜13時～16時

第１週＝産婦人科医
第２週＝弁護士
第３週＝家庭教育相談員
第４週＝弁護士

電話・面接相談
相談専用C076-231-7331

福井
■福井県生活学習館センター ユー・アイ ふくい
〒918-8135 福井市下六条町14-1
C0776-41-4200
一般相談 開館日の9時～17時

女性総合相談員が担当
電話・面接相談によるカウンセリング

特別相談 法律　毎月第４土曜13時～16時
弁護士　医療　隔月第２木曜
13時～16時
医師　性　毎月第１木曜
14時～17時　臨床心理士

静岡
■静岡県女性総合センター　あざれあ
〒422-8063 静岡市馬淵1-17-1

C054-250-8107
電話相談 月～金曜9時～16時
相談専用C 東部地区0559-25-7879

下田地区0558-23-7879
中部地区054-272-7879
西部地区053-456-7879

■静岡市女性会館　アイセル21
〒420-0865 静岡市東草深町3-18
C054-248-7330
女性のためのカウンセリング
水・金曜10時～16時（12時～13時除く）

女性のための法律相談
第１土曜・第３木曜13時～16時

女性のための健康相談
第１土・第２水・第４木曜13時～16時

申し込み 水～金曜10時～16時
専用C054-248-1234 ＊いずれも祝日は除く

■浜松市青年女性センター　あいホール
〒433-8123 浜松市幸3-3-1
C053-473-4501
悩みごと相談 月～木曜13時～16時

電話・面接
結婚相談　金曜を除く毎日13時～16時　※い
ずれも祝日・振替休日・月の末日を除く

相談室直通C053-473-5700

愛知
■愛知県女性総合センター　ウィルあいち
〒461-0016 名古屋市東区上竪杉町１
C052-962-2511
面接相談 水曜18時～20時30分専門相談
女性のためのからだの相談

第１・3火曜14時～15時
女性のための法律相談

土曜10時～12時
※面接相談・専門相談は予約制。

問い合わせ・申し込みC052-962-2614
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■名古屋市女性会館　イーブネット
〒460-0015
名古屋市中区大井町7-25
C052-331-5288
女性のための電話相談室

月～金曜10時～16時
ボランティアの電話相談員が担当
専用電話C052-323-7830

※ほかに予約制の特別面接相談があります。

■名古屋市勤労女性センター ワーピアつるまい
〒460-0012
名古屋市中区千代田5-18-24
C052-251-3811
一般電話相談
火～土曜10時～19時

特別相談（労働・法律、セクハラ、自立など）
火曜17時30分～20時、土曜13時30分～
16時面接相談　予約制
＊特別相談はどの日にどの相談ができる
か不定期

■豊田女性活動センター
〒471-0034
豊田市小坂本町1-25
豊田産業文化センター2F
C0565-31-7780
相談室　9時～12時・13時～16時電話・面接

■豊橋市女性会館
〒441-8075
豊橋市神野ふ頭町3-22
ライフポートとよはし内
C0532-33-2800
悩みごと相談 火・水・金・土曜9時～15時

電話相談（面接可）
こころの相談 月２回・金曜日

カウンセラーが担当　予約制
※その他、医療相談を年８回、法律相談を年
２回企画予約制

■春日井市青少年女性センター　レディヤンかすがい
〒486-0844 春日井市鳥居松町2-247
C0568-85-4188
女 性 相 談 火曜10時～13時婦人相談員
育 児 相 談 木曜14時～16時
青少年相談 水曜14時～16時
思春期保健相談 14時30分～16時30分
相談専用C0568-85-7871

三重
■三重県女性センター
〒514-0061 津市一身田上津部田1234
C059-233-1130
電話相談 日・火・水・木曜10時～15時30分

予約制
面接相談 金・土曜10時～15時30分　予約制
法律相談 第1・3土曜13時30分～　予約制

女性弁護士が担当
女性のための性とからだの相談

第２金曜13時～15時
産婦人科女性医師が担当
相談室直通C059-233-1133

■四日市市女性センター
〒510-0093
四日市市本町9-8本町プラザ3F
C0593-54-8331
女 性 相 談 火～土曜9時～16時 婦人相談員

予約して面接相談もできます。
法 律 相 談 毎月第４木曜13時～　予約制
子育て相談 奇数月第１金曜13時30分～

予約制
相談専用C0593-54-8335

滋賀
■滋賀県立女性センター
〒523-0891 近江八幡市鷹飼町80-4
C0748-37-3751
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面接相談は予約制
相談専用C0748-37-8739
法 律 相 談 第２金曜13時～17時

（女性弁護士）
こころの相談 第４火曜13時～17時

（女性精神科医）
家族問題のカウンセリング

第１土曜13時～17時
（女性臨床心理士）

京都
■京都市女性総合センター　ウィングス京都
〒604-8147
京都市中京区東洞院通六角下ル御射山町262
C075-212-7470
電話相談 水・日・祝日を除く

11時～12時30分
13時30分～18時30分
面接相談は予約制

法律相談 第１・3金曜
13時30分～16時　予約制

労働相談 毎週火曜
13時30分～17時　予約制

相談専用C075-212-7830

奈良
■奈良県女性センター
〒630-8216
奈良市東向南町6
C0742-27-2300
一般相談 火～土曜９時30分～18時

日曜・祝日９時30分～12時30分
電話・面接
相談専用C0742-22-1240

※法律相談として、週２回弁護士相談があり
ます。
日時は事前予約で決定。電話でも面接でき
ます。

和歌山
■和歌山県女性センター　りぃぶる
〒640-8319
和歌山市手平2-1-2
県民交流プラザ・和歌山ビッグ愛9F
C0734-35-5245
フェミニストカウンセリング

第２・4金曜
女性カウンセラーが担当　予約制
面接・電話相談

法律相談 第１金曜　女性弁護士が担当
面接のみ 予約制

■和歌山市男女共生推進センター　みらい
〒640-8226
和歌山市小人町29
面接相談 情勢のこころの悩み相談

第１～４水曜　13時～16時
女性臨床心理士が担当
1人60分　
予約制C073-432-4704

電話相談 第１～４火曜　13時～16時
専用電話C073-431-5528
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大阪
■大阪府立女性総合センター　ドーンセンター
〒540-0008
大阪市中央区大手前1-3-49
C06-6910-8588
電話相談 平日10時～14時・18時～20時

土・日・祝日10時～16時
相談専用電話C06-6937-7800

面接相談 月・木曜９時45分～20時30分
火・金・土・日・祝日
９時45分～17時30分　予約制

法律相談 第２木曜18時～20時
第４金曜14時～16時　予約制

からだの相談 第４土曜14時～16時　予約制
予約受付
月曜・木曜
９時30分～20時30分
火・金・土・日・祝日
９時30分～17時30分
予約専用C06-6910-8588

外国人女性のための相談　14時～16時
第１土曜ハングル
第２土曜中国語
第３土曜英語
インフォメーションC06-6910-8401

■大阪市立女性いきいきセンター
北部館　クレオ大阪北
〒533-0023 大阪市東淀川区東淡路1-4-21
C06-6320-6300
一般相談
火・木・金・日曜10時～12時・13時～16時
（金曜のみ17時30分～20時30分もあり）
水・土曜13時～16時・17時30分～20時30分

からだの相談
火・土曜10時～12時・13時～16時

自立・悩み相談
水曜17時30分～20時30分
木曜13時～16時

ワークサポート相談
第２木曜10時～12時

弁護士相談
予約制（一般相談を受けた後）

西部館　クレオ大阪西
〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-20
C06-6460-7800
一般相談
火・水・木・日曜10時～12時・13時～16時
（火曜のみ17時30分～20時30分もあり）
金・土曜13時～16時・17時30分～20時30分

からだの相談
木・土曜10時～12時・13時～16時

自立・悩み相談
火曜13時～16時
金曜17時30分～20時30分

ワークサポート相談
第３水曜10時～12時

南部館　クレオ大阪南
〒547-0026
大阪市平野区喜連西6-2-33
C06-6705-1100
一般相談
火・金・土・日曜10時～12時・13時～16 時
（金・土曜17時30分～20時30分もあり）
水曜13時～16時
木曜13時～16時・17時30分～20時30分

からだの相談
水曜10時～12時・13時～16時
金曜17時30分～20時30分
土曜10時～12時

自立・悩み相談
水曜10時～12時　金曜13時～16時

ワークサポート相談
第１金曜10時～12時

東部館　クレオ大阪東
〒536-0014 大阪市城東区鴫野西2-1-21
C06-6965-1200
一般相談
水・木・土・日曜10時～12時・13時～16時
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（水・木曜17時30分～20時30分もあり）
金曜13時～16時
火曜13時～16時・17時30分～20 時30分

からだの相談
水曜17時30分～20時30分
金曜10時～12時・13時～16時
土曜13時～16時

自立・悩み相談
水曜13時～16時
木曜17時30分～20時30分

ワークサポート相談
第４水曜10時～12時

■吹田市立女性センター　デュオ
〒564-0072 吹田市出口町2-1
C06-6388-1451
女性のための悩み相談

毎週土曜（第５週は除く）10時～14時45分
女性カウンセラーによる面接相談
予約受付C06-6388-1454

女性のための法律相談
第２・４木曜９時30分～12時30分
女性弁護士
前日の9時からC06-6388-1454で予約受付

女性のための電話相談　毎週水曜10時～15時
匿名でも可　相談専用C06-6337-3338

※相談は吹田市在住・在勤の女性に限ります

■高槻市女性センター
〒569-0804 高槻市紺屋町1-2
高槻市立総合市民交流センター内
C0726-85-3725
女性相談 火曜９時30分～16時

専用C0726-85-3748
火・金曜17時～19時30分
専用C0726-85-3741
面接相談もできます。
予約はいりません。

法律相談 毎月第2・4木曜13時30分～16時30分
予約受付C0726-85-3725

■豊中市立婦人会館
〒565-0083 豊中市新千里西町2-7-1
C06-6831-5300
電話相談 月・火・木曜10時～16時（祝日・年

末年始除く）女性カウンセラーが
担当　相談専用C06-6831-0005

心の相談 毎月第2・4金曜10時～16時予約制
法律相談 毎月第1金曜10時～12時予約制
※面接の予約はC03-6831-5300まで

■豊中市働く婦人の家
〒560-0881 豊中市中桜塚2-29-31
C06-6843-6300
面接相談 第2・4水曜17時30分～19時30分

女性カウンセラーが担当予約制
法律相談 第1～4水曜17時30分～19時30分

女性弁護士が担当予約制
職業相談 第2・4金曜10時～16時

ハローワーク職員が担当

■摂津市立女性センターウィズ・せっつ
〒566-0034
摂津市香露園34-1
C0726-35-1407
女性面接相談 第1・3火曜13時～17時 予約制
女性法律相談 第2・4・火曜13時～16時 予約制
女性電話相談 第3土曜13時～16時　予約制

■枚方勤労者総合福祉センターメセナひらかた女性フロア
〒573-1191 枚方市新町2-1-5
C0720-43-5551
電話相談 月・木・土曜 9時30分～11時30分・

13時～16時30分 毎月第3水曜17時
～20時30分 専用C0720-43-7860

面接相談 電話予約が必要
生き方相談 第1水曜13時～16時50分・17時～20

時50分 第3水曜13時～16時50分
法律相談 第1金曜17時～20時 第2金曜13

時～16時 第3木曜13時～16時
第4木曜17時～20時
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からだとこころの相談
第2金曜13時～16時50分
第4月曜17時～20時50分

■岸和田市立女性センター
〒596-0042 岸和田市加守町4-28-25
C0724-41-2535
電話相談 月・火・木・土曜10時～16時

専用C0724-43-5858

兵庫
■兵庫県立女性センター　イーブン
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3
神戸クリスタルタワー8F
C078-360-8550
女性問題相談
電話相談専用C078-360-8551

総合相談
電話相談 月～金曜９時30分～18時30分
土曜９時30分～16時30分
面接相談　火～木曜９時30分～19時
土曜９時30分～17時予約制

法律相談（面接）
第２火曜13時30分～16時30分予約制

労働相談（面接・電話）
第１～第４金曜13時30分～16時30分

面接相談の予約C078-360-8554

■神戸市生活学習センター　たちばな
〒650-0016
神戸市中央区橘通3-4-3
C078-361-6977
電話相談
一般相談
火～土曜10時～12時・13時～16時
女性問題カウンセラーが担当
専用C078-361-8361

面接相談　
こころの悩み相談

水・木・土曜13時～16時
女性問題のカウンセラーが担当
１人60分

法律相談
第２・３土曜13時～16時
女性弁護士が担当１人30分

からだの相談
第３火曜13時～16時
保健婦・助産婦が担当１人45分

面接予約C078-361-8935

■ひょうご女性交流館
〒650-0001
神戸市中央区下山手通4-18-1
C078-221-7733
一般相談 月～金曜

9時～17時
電話でも面接でも相談できます。

■尼崎市女性センター　トレピエ
〒661-0033
尼崎市南武庫之荘3-36-1
C06-6436-6331
一般相談 火～金曜９時～21時

月・土曜９時～16時　電話・面接
相談専用C06-6436-8636

法律相談 第１・３火曜18時～20時　弁護士
心の相談 第２・４水曜18時～20時

臨床心理士
対応する相談員・弁護士・臨床心理士は全員
女性　予約制
尼崎市に在住もしくは在勤の女性が対象

■宝塚市立女性センター　エル
〒665-0845 宝塚市栄町2-1-2
C0797-86-4006
女ごころなんでも相談
予約制相談時間１人50分
フェミニストカウンセラーが担当
電話相談　毎週火曜10時～16時
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専用C0797-86-4006
個別面接相談

毎月第２月曜14時30分～17時30分
第１を除く土曜10時～14時

からだの相談
第１土曜13時～17時
ヘルスカウンセラー（女性）予約制１人50分

法律相談
第１土曜14時～17時
弁護士（女性）前月20日より電話で予約
受付相談時間１人30分　

起業なんでも相談
第２・４土曜10時～12時
宝塚市商工会経営指導員が担当　予約制
相談時間１人60分

■川西市女性センター
〒666-0003 川西市丸の内町6-1
C0727-59-1856
女性悩みごと相談

火曜13時30分～16時　電話・面接
木曜13時30分～16時　電話相談のみ
相談専用C0727-59-1857

■芦屋市女性センター
〒659-0092 芦屋市大原町2-6 ラ・モール芦屋2F
C0797-38-2023
面接相談 毎週月曜13時～16時　予約制

相談専用C0797-38-2022

■三田市立女性センター　さんだ
〒669-1526 三田市相生町26-15
C0795-63-8000
面接相談 第1・2・3・5木曜13時～16時

予約制
電話相談　第4木曜13時～16時

岡山
■岡山県男女共同参画推進センター
〒700-0821 岡山市中山下1-8-45
C086-235-3307
総合相談
女性カウンセラーによる何でも相談
火曜日から土曜日
（年末年始、祝日を除く）9：30～17：00

法律相談
弁護士による特別相談
月2回、予約制

からだの相談
医師によるからだの相談
月1回、予約制

以上　専用電話C086-235-3310
就業相談
火曜日から土曜日
（年末年始、祝日を除く）9：30～17：00
専用電話C086-235-3309

島根
■松江市総合女性センター　プリエール
〒690-0061 松江市白潟本町43
C0852-32-1190
カウンセリング
第２・４金曜13時～16時

法律相談
第２・４木曜10時～12時

働くこと相談
毎週火曜13時～16時

おっぱい相談
第1木曜９時～12時・第3木13時～16時

面接は予約制です。
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広島
■広島市婦人教育会館　WEプラザ
〒730-0051 広島市中区大手町5-6-9
C082-248-3312
家庭教育相談
火～土曜10時～15時30分
木曜のみ～17時30分まで

相談専用C082-248-3315

山口
■山口県婦人教育文化会館　山口市働く婦人の家
〒753-0056 山口市湯田温泉5-1-1
C0839-22-2792
電話・面接相談
お盆・年末・年始を除く
毎日８時30分～17時30分

香川
■高松市女性センター
〒760-0020 高松市錦町1-20-11
C087-821-2611
こころの相談　休館日（火）・祝日を除く毎日
10時～16時 面接・電話相談 １回50分継
続も可能 予約制 専用C087-821-2000

職業相談　第１・３木曜13時～16時
ハローワーク職員が担当

からだ相談　第1・3水曜14時～16時
女性産婦人科医師が担当　予約制

人権相談　第4金曜13時～16時　面接・電話
法務局職員・人権擁護委員が担当

愛媛
■愛媛県女性総合センター
〒791-8014 松山市山越町450
C089-926-1633
総合相談 休館日を除く毎日９時～16時30分

面接・電話 専用C089-926-1644 
法律相談 毎週木曜13時30分～15時30分

（第５週と休館日を除く）
弁護士が担当面接相談

健康相談 毎週金曜13時30分～15時30分
（第５週と休館日を除く）
女性医師が担当
面接相談第１・４週内科
第２週精神科　第３週産婦人科

■新居浜市立女性総合センター ウィメンズプラザ
〒792-0811 新居浜市庄内町4-4-19
C0897-37-1700
消費生活相談
毎週金曜13時～17時

職場や家庭生活の相談
毎週土曜13時～17時

育児相談
毎週水曜13時～16時

高知
■こうち女性総合センター　ソーレ
〒780-0935
高知市旭町3-115
C0888-73-9100
一般相談　休館日（水・祝日・年末年始）を除く
毎日10時～16時　相談専用C0888-73-9555
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女性センター／婦人会館

福岡
■福岡県女性総合センター　あすばる
〒816-0804
春日市原町3-1-7
クローバープラザ内
C092-584-3739
総合相談

火～日曜９時30分～16時電話・面接
（面接は予約制）相談専用C092-584-1266

働く女性の悩み相談
毎週金曜（祝日を除く）18時～20時30分

＊ほかに、法律相談（毎月第１・３水曜）
女性のからだ健康相談（偶数月第４土曜）、
女性のこころ健康相談（毎月第１.・３火
曜、奇数月第４土曜）
女性就業援助相談（毎月第２水曜）
労働相談（毎月第２水曜）
いずれも、祝日を除く13時～16時まで予
約制

■福岡市女性センター　アミカス
〒815-0083
福岡市南区高宮3-3-1
C092-526-3755
総合相談 月～金曜

電話10時30分～14時・17時～18時
面接14時～17時
土曜 電話・面接とも10時30分～18時
日・祝日
電話・面接とも10時30分～16時30分

法律相談 第1～4水曜13時～16時 面接相談
女性のからだと健康相談

第1～4土曜13時～16時
電話・面接相談

相談専用C092-526-3788 面接は予約制

■北九州市立女性センター　ムーブ
〒803-0814
北九州市小倉北区大手町11-4
C093-583-3939
総合相談 電話　火・水・木・土・日曜

10時～17時
金曜　13時～20時
相談専用C093-583-3331
面接　火・木・土曜　10時～17時
金曜　13時～20時　予約制

法律相談 第１火曜13時～15時
第２土曜13時～15時
第４金曜18時～20時予約制
予約専用C093-583-0070

※ほかにグループがある。

■飯塚市女性センター　サンクス
〒820-0041
飯塚市飯塚14-67
C0948-22-3274
一般相談 第１～４火曜10時～16時

カウンセラー
法律相談 第２・４木曜13時～16時

女性弁護士　予約制
労働相談 第１金曜13時～16時 労務福祉士
就労相談 第２・４金曜10時～16時

就労センター職員
いずれも面接相談
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佐賀
■佐賀県立女性センター　アバンセ
〒840-0815
佐賀市天神3-2-11
C0952-26-0011
女性総合相談 火～日曜９時～11時30分・

13時～16時30分
健 康 相 談 第３金曜13時～15時

女性医師予約制
法 律 相 談 第２・４金曜13時～15時

女性弁護士予約制
相談・予約受付C0952-26-0018

長崎
■長崎市女性センター　アマランス
〒850-0874 長崎市魚の町5-1
C095-826-0018
一般相談 火～土曜

10時～16時
電話・面接

法律相談 毎週金曜
13時～16時
面接相談　弁護士が担当

行政相談 第１水曜
13時～16時
電話・面接
女性行政相談委員が担当

※いずれも予約制。
相談専用C095-826-4417

熊本
■熊本市総合女性センター
〒860-0862
熊本市黒髪3-3-10
C096-345-2550
一般相談 火～土曜10時～16時

（木～20時まで）
健康相談 第２・４水曜

13時～16時　予約制
法律相談 第２・４木曜

13時～16時　予約制
相談専用C096-343-8306

沖縄
■沖縄県女性総合センター・てぃるる
〒900-0036
那覇市西3-11-1
C098-866-9090
一般相談 水曜日（休館日）を除く毎日

10時～17時
法律相談 毎週金曜

14時～17時
女性弁護士が担当

健康相談 第３木曜
14時～17時
女性医師が担当　
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北海道立女性相談援助センター
電話・来所相談とも
月～金9時～17時15分
C011-666-9955

青森県女性相談所　
電話相談　月～金８時30分～17時

土・日・祝日８時30分～21時
来所相談　月～金８時30分～17時
C0177-81-0708

岩手県立婦人相談所
電話・来所相談とも
月～金９時～16時
C019-624-4811

秋田県婦人相談所
電話・来所相談とも 月～金９時～16時
C018-835-9052

宮城県婦人相談所
電話・来所相談とも
月～金９時～16時30分
C022-224-1491

山形県福祉相談センター
電話・来所相談とも 月～金９時～16時
C023-635-3663

新潟県婦人相談所
電話・来所相談とも
月～金８時30分～17時
C025-381-1111

広く女性の悩み一般の相談口として設けられています。各自治体や施設

によって対応が異なりますので、くわしくは直接問い合わせて下さい。婦人相談所

福島県婦人相談所
電話・来所相談とも
月～金９時～16時
C024-522-1010

栃木県婦人相談所
電話・来所相談とも
月～金８時30分～17時
C028-622-8644

茨城県婦人相談所
電話・来所相談とも
月～金９時～16時
C029-221-4166

群馬県女性相談所
電話・来所相談とも
月～金８時45分～16時30分
C027-261-7838

埼玉県婦人相談センター
電話相談 （女性サポート電話相談）

平日・土・日９時～19時
（祝日・年末年始は除く）

来所相談 月～金

９時～17時
C048-864-9910

千葉県婦人相談所
電話・来所相談とも
月～金９時～17時
C043-245-1719
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東京都女性相談センター
電話相談 月～金９時～20時
来所相談 月～金９時～17時
C03-5261-3110（祝休日・年末年始は除く）

東京都女性相談センター立川出張所
電話相談 月～金９時～16時
来所相談 月～金９時～17時
C042-522-4232
（祝休日・年末年始は除く）

神奈川県婦人相談所
電話相談 月～金９時～17時
来所相談 月～金８時30分～17時
C045-502-2800

山梨県女性相談所
電話・来所相談とも 月～金９時～17時
C0552-54-8635

長野県婦人相談所
電話・来所相談とも
月～金８時30分～16時30分
C026-235-5710

富山県女性相談センター
電話・来所相談とも
月～金９時30分～16時
C076-421-6252

石川県婦人相談所
電話相談 月～金９時～16時

C076-233-3741
来所相談 月～金８時30分～17時15分

C076-223-9553

福井県婦人相談所
電話相談 月～金８時30分～17時
来所相談 月～金８時30分～17時
C0776-24-6261

岐阜県女性相談センター
電話・来所相談とも 月～金９時～16時30分
C058-274-7377

静岡県婦人相談所
電話・来所相談とも
月～金９時～16時
C054-286-9217

愛知県婦人相談所
電話相談 月～金９時～17時
来所相談 月～金９時～16時
C052-913-3300

三重県女性相談所
電話・来所相談とも
月～金９時～16時
C059-231-5600

滋賀県女性福祉相談センター
電話・来所相談とも
月～金９時15分～16時
C077-564-7867

京都府婦人相談所
電話相談 月～金９時～16時30分
来所相談 月～金９時～16時
C075-441-7590

奈良県婦人相談所
電話・来所相談とも
月～金９時～16時30分
C0742-22-4083

和歌山県女性相談所
電話・来所相談とも
月～金９時30分～16時30分
C0734-45-0793

大阪府女性相談センター　
電話・来所相談とも
月～金９時30分～16時30分
C06-6725-8511

●みなみ相談コーナー
電話相談　平日・土・日・祝日９時～21時
来所相談　月～金９時～21時
C06-6761-7181
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兵庫県立婦人相談センター
電話・来所相談とも
月～金９時～17時
C078-732-7700

鳥取県婦人相談所
電話・来所相談とも
月～金８時30分～17時15分
C0857-27-8630

岡山県女性相談所
電話・来所相談とも
月～金９時～16時
C086-243-1711

島根県女性相談所
電話・来所相談とも
月～金９時～16時
C08548-4-5661

広島県立婦人相談所
電話・来所相談とも
月～金10時15分～17時
C082-255-8801

山口県女性相談所
電話・来所相談とも
月～金８時30分～17時
C0839-25-7354・7365

香川県女性相談センター
電話・来所相談とも
月～金９時～16時
C087-835-3211

徳島県婦人相談所
電話・来所相談とも
月～金９時～17時
C088-623-8110

高知県女性相談所
電話・来所相談とも
月～金８時30分～16時30分
C0888-22-5520

愛媛県婦人相談所
電話・来所相談とも
月～金９時～17時
C089-941-3490

福岡県女性相談所
電話相談　月～金９時～17時30分
C092-711-9874

佐賀県婦人相談所
電話・来所相談とも
月～金８時30分～17時
C0952-26-1212

長崎県婦人相談所
電話・来所相談とも
月～金９時～17時
C095-846-0560

熊本県福祉総合相談所
電話・来所相談とも
月～金９時～17時
C096-381-4411

大分県婦人相談所
電話・来所相談とも
月～金９時～16時30分
C097-544-3900

宮崎県婦人相談所
電話・来所相談とも
月～金９時～16時
C0985-22-3858

鹿児島県婦人相談所
電話・来所相談とも
月～金８時30分～16時
C099-222-1467

沖縄県女性相談所
電話相談 月～金８時30分～17時15分

土・日・祝日10時～17時
来所相談 月～金８時30分～17時15分
C098-854-1172
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警察

北海道警本部
性犯罪被害110番 C0120-756-310
性犯罪被害110番 C0120-677-110

（函館方面本部）
ヤングアンドミズテレホン C0120-677-110

（旭川方面本部）
性犯罪110番 C0120-677-110

（釧路方面本部）
性犯罪被害110番 C0120-677-110

（北見方面本部）
＊受け付け時間はいずれも月～金曜の８時45
分～17時30分時間外は留守番電話が対応

青森県警本部
性犯罪被害110番 C0120-89-7834
月～金８時30分～17時
時間外は留守番電話

岩手県警本部
性犯罪被害110番 C0120-79-7874
月～金８時30分～17時15分
時間外は留守番電話

宮城県警本部
24時間ハローツーホー C0120-24-8620
終日開設

秋田県警本部
レディース通話110番 C0120-028-110
月～金８時30分～17時 時間外は当直とFAX
レディース相談室 月～金８時30分～17時
面接相談

山形県警本部
女性専用相談電話 C0120-783-142
月～金８時30分～17時 時間外は当直が対応

福島県警本部
性犯罪被害110番 C0120-50-3732
月～金９時～17時 時間外は留守番電話

警視庁
犯罪被害者ホットライン C03-3597-7830
月～金８時30分～17時15分（祝日を除く）
痴漢被害相談
東京駅痴漢被害相談所 C03-3241-3837
新宿駅痴漢被害相談所 C03-3581-4321

（内線34057）
池袋駅痴漢被害相談所 C03-3581-4321

（内線652-470）

茨城県警本部
女性被害犯罪「勇気の電話」C0120-556-942
月～金８時30分～17時15分
時間外は当直が対応

栃木県警本部
被害者相談電話 C0120-710873
月～金８時30分～17時30分
時間外は当直が対応
女性相談の日
宇都宮中央警察署・馬場通り交番

C028-634-9296
＊相談日は毎月第２・４日曜14時～17時
宇都宮東警察署・宇都宮駅交番

C028-636-3337
＊相談日は毎月第２・４日曜13時～16時
小山警察署・小山駅交番 C0285-23-4825
＊相談日は毎月第２・４日曜14時～17時

群馬県警本部
性犯罪被害相談用電話 C0272-24-4356
月～金８時30分～17時（祝日を除く）

埼玉県警本部
犯罪被害ホットライン C0120-381858
月～金８時30分～17時15分（祝日を除く）
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千葉県警本部
女性被害110番 C043-223-0110
月～金８時30分～17時（祝日は除く）
鉄道警察隊「女性相談所」

B0120-048224・043-222-3563
女性相談交番
千葉中央署・千葉駅前交番 C043-225-1188
千葉西署・幕張メッセ交番 C043-296-0605
船橋署・東船橋駅前交番 C0474-22-8529
市川署・菅野交番 C047-332-5704
市原署・五井駅前交番 C0436-21-1646

神奈川県警本部
性犯罪被害110番 C045-681-0110
月～金８時30分～17時 時間外は留守番電話
チカン等迷惑行為相談所
（婦人警官が24時間体制で相談受付）
横浜駅構内 C045-461-0110（FAX共用）

新潟県警本部
女性被害110番 C025-281-7890
月～金８時30分～17時15分（祝日を除く）
※そのほか、県内各警察署の「女性被害相談
所」および警察本部庁舎の「総合相談室」
で相談を受付

山梨県警本部
性暴力110番 C0552-24-5110
月～金８時30分～17時 時間外は留守番電話

静岡県警本部
性犯罪被害110番 C0120-783870
月～金８時30分～17時15分（祝日を除く）

長野県警本部
女性被害犯罪ダイヤルサポート110

C026-234-8110
月～金９時～17時 時間外は留守番電話
女性相談窓口　毎月15日開設
下記以外の交番、駐在所、時間でも相談受付
長野市若松町交番 C026-234-0319

13時～16時
御代田町御代田町交番 C0267-32-2039

14時30分～17時30分

諏訪市上諏訪駅前交番 C0266-52-1979
15時～18時

伊那市伊那市駅前交番 C0265-72-5884
13時～17時

松本市松本駅前交番 C0263-32-1691
16時～19時

痴漢等被害相談所　鉄道警察隊に開設
女性警察官が対応 C026-226-4358

富山県警本部
女性被害110番 B0120-72-8730
月～金８時30分～17時15分
時間外は当直が対応

石川県警本部
レディース通話110番 B0120-028-110
月～金９時30分～18時 時間外は留守番電話
女性困り事相談所
金沢中署・兼六園下交番 C076-262-6811
金沢中署・十一屋交番 C076-243-7065
金沢東署・武蔵ヶ辻交番 C076-221-4840
小松署・橋南交番 C0761-24-1933
七尾署・七尾駅前交番 C0767-52-3419
大聖寺署・山城交番 C07617-6-0205
松任署・野々市交番 C076-248-0059
鉄道警察隊「女性困り事相談」
JR金沢駅構内に毎月7のつく日16時～18時に
開設
レディース相談室
七尾警察署生活安全課内に「七尾鹿島女性被
害者相談室」を開設

福井県警本部
レディーステレホン C0776-29-2110
月～金８時30分～17時15分（祝日を除く）

岐阜県警本部
性犯罪被害者相談電話 B0120-870-783
月～金９時～16時　時間外は留守番電話
ちかん等困りごと相談所 毎日８時～20時
JR岐阜駅西方高架下の鉄道警察隊に開設

C058-253-3435
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愛知県警本部
レディースホットライン B0120-67-7830
月～金９時～17時（祝日を除く）
ふれあいコール 痴漢被害相談
毎日24時間受付　主に婦人警官が担当
JR名古屋駅 C052-561-0184
JR豊橋駅 C0532-56-7830

三重県警本部
女性被害相談電話 B0120-72-8740
月～金９時～17時（祝日を除く）

滋賀県警本部
性犯罪相談電話 C0775-25-7830
月～金８時30分～17時15分（祝日を除く）

大阪府警本部
ウーマンライン C06-6767-0110
月～金９時～17時（祝日を除く）

京都府警本部
レディース110番 C075-411-0110
月～金９時～17時（祝日を除く）
レディース相談所・レディース相談交番
開設時間は13時～20時
下記以外の交番や駐在所でも要望により女性
警察官が対応
鉄道警察隊・京都駅南警備詰所
C075-682-0913 月～金（祝日を除く）

川端警察署・岡崎公園交番
C075-771-0166 月・木

松原警察署・祇園石段下交番
C075-561-3255 月・木

五条警察署・四条交番 C075-221-0637
月・木

七条警察署・七条堀川交番 C075-371-3320
月・木

伏見警察署・深草交番 C075-641-0267
月・水・金・日

桂警察署・桂交番 C075-381-3300 月・木
向日町警察署・長岡京交番 C075-951-1238

月・水・金・日
田辺警察署・田辺駅前交番 C0774-62-3617

月・木

兵庫県警本部
レディースサポートライン C078-351-0110
月～金９時～17時 時間外は留守電又はFAX

奈良県警本部
性犯罪被害相談110番 C0742-24-4110
月～金８時30分～17時15分（祝日を除く）

和歌山県警本部
犯罪被害者相談 C0734-32-0110
月～金８時30分～17時45分
時間外は当直が対応

鳥取県警本部
性犯罪110番 C0857-22-7110
月～金８時30分～17時 時間外は当直が対応
島根県警本部
性犯罪110番 C0852-23-4110
月～金８時30分～17時
時間外は当直が対応

岡山県警本部
レディース110番 B0120-00-1797
月～金９時～17時
時間外は留守番電話・FAXが対応

広島県警本部
性犯罪相談110番 B0120-72-0110
月～金８時15分～17時15分（祝日を除く）

山口県警本部
レディース・サポート110 C0839-32-7830
月～金８時30分～17時15分
時間外は留守番電話・FAXが対応

徳島県警本部
レディース110番 C0886-22-7101
月～金９時～17時 時間外は当直が対応

香川県警本部
ハートフルライン C087-831-9110
月～金８時30分～17時
時間外は留守番電話・FAXが対応
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愛媛県警本部
サポート110番 C089-943-8740
月～金８時30分～17時15分
時間外は当直が対応

高知県警本部
レディースダイヤル110番 C0888-73-0110
月～金８時15分～17時15分
時間外は留守番電話が対応

福岡県警本部
ミズ・リリーフ・ライン C092-632-7830
月～金８時30分～17時15分 時間外はFAX

佐賀県警本部
レディーステレホン C0952-28-4187
月～金８時30分～17時 時間外は留守番電話

長崎県警本部
女性被害110番 C095-823-0110
月～金９時～17時45分 夜間は留守番電話　
土・日・祝日は当直

熊本県警本部
レディース110番 B0120-8343-81
月～金９時30分～18時15分
時間外は留守番電話・FAXが対応

大分県警本部
性犯罪110番 B0120-09-8110
月～金９時～17時 時間外は留守番電話

宮崎県警本部
女性被害相談電話 C0985-31-8740
月～金９時～17時30分 時間外は留守番電話

鹿児島県警本部
レディース相談110番 C099-206-7867
月～金９時30分～18時15分（祝日は除く）

沖縄県警本部
性犯罪被害110番 C098-868-0110
月～金９時30分～18時30分
時間外は当直が対応

警察の相談窓口や業務についてわかりやすく案内してあるほか、他の機関

の相談窓口とリンクしているものもあり、参考になります。

警察の

ホームページ

警視庁 http://www.npa.go.jp
北海道警察 http://www.police.pref.hokkaido.jp
青森県警察 http://www.pref.aomori.jp/police
秋田県警察 http://www.pref.akita.jp/kenkei
宮城県警察 http://www.pref.miyagi.jp
山形県警察 http://www.police.pref.yamagata.jp/kenkei
盛岡東警察署・盛岡西警察署 http://www.rnac.or.jp/^police
警視庁 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp
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茨城県警察 http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei
栃木県警察 http://www.pref.tochigi.jp/keisatu 
群馬県警察 http://www.police.pref.gunma.jp
埼玉県警察 http://www.pref.saitama.jp/^kenkei/index2.html
千葉県警察 http://www1a.meshnet.or.jp/chiba110
神奈川県警察 http://www.pref.kanagawa.jp/police
新潟県警察 http://www.pref.niigata.jp/police
山梨県警察 http://www.pref.yamanashi.jp/police
長野県警察 http://www.avisnet.or.jp/^police/index.html
静岡県警察 http://www.wbs.or.jp/kenkei/index.html
富山県警察 http://www.pref.toyama.jp/KENKEI
石川県警察 http://www.nsknet.or.jp/kenkei
岐阜県警察 http://www.pref.gifu.jp/POLICE
福井県警察 http://www.pref.fukui.jp/kenkei/k-index.html
愛知県警察 http://www.pref.aichi.jp/police
三重県警察 http://www.pref.mie.jp/KENKEI
京都府警察 http://www.pref.kyoto.jp/fukei
大阪府警察 http://www.police.pref.osaka.jp/
奈良県警察 http://www.mahoroba.or.jp/^keisatsu
滋賀県警察 http://www.pref.shiga.jp/police
和歌山県警察 http://www.police.wakayama.wakayama.jp/police.html
鳥取県警察 http://www1.pref.tottori.jp/police
島根県警察 http://www2.pref.shimane.jp/police
岡山県警察 http://www.pref.okayama.jp/kenkei/kenkei.htm
広島県警察 http://www.police.pref.hiroshima.jp
山口県警察 http://www.pref.yamaguchi.jp./110yp.htm
徳島県警察 http://www.pref.tokushima.jp/life/keisatu.html
香川県警察 http://www.pref.kagawa.jp/police
愛媛県警察 http://www.dokidoki.ne.jp/home1/ehime110/index.html
高知県警察 http://www.i-kochi.or.jp/hp/kenkei/index.html
福岡県警察 http://www.pref.fukuoka.jp/police
長崎県警察 http://www.npp-unet.ocn.ne.jp
熊本県警察 http://www.police.pref.kumamoto.jp
大分県警察 http://www2.pref.oita.jp/keisatu
鹿児島県警察 http://sv1.internet.pref.kagoshima.jp/info/t5020700.htm
沖縄県警察 http://www.npa.go.jp/police/joubo/okinawa.htm
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（社）被害者支援都民センター
月～金10時～16時 C03-5419-3336

北海道被害者相談室
月～金10時～16時 C011-232-8740
水戸被害者援助センター 水・木10時～13時・14時～17時 C029-232-2736

石川被害者相談室
火・木18時～21時　土15時～18時 C076-234-7830

（社）被害者サポートセンター　あいち
月～金10時～16時 C052-523-7830

大阪被害者相談室
月～金10時～16時 C06-6871-6365

紀の国被害者支援センター
月～金13時～16時　木のみ13時～16時・18時～21時 C0734-27-1000

広島犯罪被害者・心の支援センター
木10時～17時　土13時～20時30分 C082-240-7830

（社）京都犯罪被害者支援センター
火・金12時～18時 C075-241-7830

静岡犯罪被害者支援センター
火・木・土15時～21時 C054-272-5050
※第２土曜13時～17時は面接相談が受けられるほか、法律相談も随時行っています。

犯罪被害者

相談室
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いのちの電話

旭川 C0166-23-4343

北海道 C011-231-4343

あおもり C0172-33-7830

山形 C0236-45-4343

盛岡 C0196-54-7575

仙台 C022-308-4343

新潟 C025-229-4343

長野 C0262-23-4343

群馬 C0273-64-0783

足利 C0284-35-7830

栃木 C0286-35-7830

茨城 C0298-55-1000

水戸分室 C0292-55-1000

埼玉 C048-645-4343

東京 C03-3264-4343

TOKYO EngulishLife Line C03-5721-4347

東京多摩 C0423-27-4343

千葉 C043-227-3900

川崎 C044-733-4343

横浜 C045-335-4343

SPANISH C045-336-2477

PORTUGUESE C045-336-2488

浜松 C053-473-6222

名古屋 C052-971-4343

京都 C075-864-4343

奈良 C0742-35-1000

関西 C06-6309-1121

和歌山 C0734-24-5000

はりま C0792-22-4343

神戸 C078-642-3300

鳥取 C0857-21-4343

島根 C0852-26-7575

岡山 C0862-45-4343

広島 C082-221-4343

愛媛 C0899-58-1111

香川 C0878-33-7830

徳島 C0886-23-0444

北九州 C093-671-4343

福岡 C092-741-4343

長崎 C0958-42-4343

大分 C0975-36-4343

熊本 C096-353-4343

鹿児島 C0992-50-7000

沖縄 C098-868-8016

北海道 FAX.011-219-3144

東京 FAX.03-3264-8899

横浜 FAX.045-332-5673

奈良 FAX.0742-35-0010

福岡 FAX.092-721-4343

香川 FAX.0878-61-4343

徳島 FAX.0886-23-9141

障害者用ファクシミリ相談
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こころの電話

北海道
C011-864-7171 月～土9時～17時

青森
C0177-87-3951 月～金９時～16時

岩手
C019-622-6955 月～金9時～16時

宮城
C022-262-1983 月～金9時30分～16時30分

秋田
C0188-92-3939 月～金13時～16時

山形
C023-631-7060 月～金9時～17時

福島
C024-535-5560 月～金8時30分～16時

茨城
C029-244-0556 月～金9時～16時

栃木
C028-673-8785 月～金9時～17時

群馬
C027-263-1156 月～金9時～16時

埼玉
C048-723-1447 月～金9時～17時

東京　中部総合精神保健福祉センター
C03-3302-7711 月～金9時～17時

月火17時～20時

多摩総合精神保健福祉センター
C042-371-5560 月～金9時～16時30分

精神保健福祉センター
C03-3842-0946 月～金9時～17時
C03-3842-7711 木17時～20時

千葉
C043-263-3893 月～金9時～16時30分
C043-268-7830 月～金13時～18時30分

神奈川
C045-821-6060 月～金9時～16時

新潟
C025-231-6111 月～金9時～16時

富山
C0764-28-0606 月～金9時30～16時

石川
C076-237-2700 月～金9時～16時

福井
C0776-53-6767 月～金9時～17時

山梨
C0552-54-8700 月～金9時～16時

16時30～21時　土日祝11時～19時30

長野
C026-224-3626 月～金9時30～16時

岐阜
C058-276-0119 月～金10時～16時

静岡
C054-285-5560 月～金9時～16時

愛知
C052-971-9977 月～金13時～17時

三重
C059-256-3556 月～金10時～16時

滋賀
C077-567-5560 月～金10時～16時

京都
C075-645-5155 月～金9時～16時
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大阪
C06-6607-8814 月～金9時30～17時30分

兵庫
C078-531-2112 月～金9時30分～11時30分

13時～15時30分

奈良
C0744-45-5611 月～金9時～16時

和歌山
C0734-35-5192 月～金10時～16時

鳥取
C0857-21-3031 月～金8時30分～17時

島根
C0852-21-2885 月～金9時～16時

岡山
C086-272-8835 月～金9時30分～16時

広島
C082-884-1051 月～金9時～17時

山口
C0836-58-3480 月～金8時30分～17時15

徳島
C0886-25-0610 月～金8時30分～17時

香川
C087-833-5560 月～金9時～16時30分

愛媛
C089-941-5012 月～金9時～15時

高知
C0888-23-0600 月13時～15時

火～金10時～15時

福岡
C092-582-7400 月～金9時～16時

佐賀
C0952-73-5556 月～金9時～16時

長崎
C0957-52-7867 月～金9時～16時30分

熊本
C096-356-3629 月～金9時～17時

大分
C097-542-0878 月～金9時～16時

宮崎
C0985-32-5566 月～金10時～15時

鹿児島
C099-255-0617 月～金8時30～17時15分

沖縄
C098-888-1450 月木金9時～11時30分

◆政令指定都市精神保健福祉センター

札幌市
C011-622-2561 月～金8時45分～17時15分

川崎市
C044-201-3241 月～金8時30分～17時

京都市
C075-314-0874 月～金9時～16時

広島市
C082-245-7731 月～金8時30分～17時
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法律扶助協会

法律扶助協会本部
C03-3581-6941
〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-3 弁護士会館14階

札幌支部
C011-281-2428
〒060-0001
札幌市中央区北１条西10-1-7
第百生命札幌第二ビル７階

函館支部
C0138-41-0232
〒040-0031
函館市上新川町1-8

旭川支部
C0166-51-9527
〒070-0901
旭川市花咲町４丁目

釧路支部
C0154-41-0214
〒080-0824
釧路市柏木町4-7

仙台支部
C022-223-1061
〒980-0811
仙台市青葉区一番町1-17-20
グランドメゾン片平３階

福島県支部
C0245-34-2334
〒960-8112
福島市花園町5-45

山形県支部
C0236-35-3648
〒990-0042
山形市七日町3-1-9
三浦記念山形市商工会館４階

岩手支部
C0196-51-5095
〒020-0023
盛岡市内丸9-1

秋田県支部
C0188-62-3770
〒010-0951
秋田市山王7-1-1

青森県支部
C0177-77-7285
〒030-0861
青森市長島1-3-26

東京都支部
C03-3580-2851
〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-3
弁護士会館３階
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新宿法律援助センター
C03-5381-2851
〒160-0023
新宿区西新宿1-18-8
新宿スカイビル２階

多摩法律援助センター
C0425-26-2851
〒190-0023
立川市柴崎町2-1-4
トミオー第２ビル７階

神奈川県支部
C045-211-7702
〒231-0021
横浜市中区日本大通り9

埼玉県支部
C048-863-5255
〒336-0011
浦和市高砂4-7-20

千葉県支部
C043-227-8431
〒260-0013
千葉市中央区中央4-13-12

茨城県支部
C029-221-3501
〒310-0062
水戸市大町2-2-75

栃木県支部
C028-622-2008
〒320-0036
宇都宮市小幡2-7-13

群馬県支部
C027-233-4804
〒371-0026
前橋市大手町3-6-6

静岡県支部
C054-252-0008
〒420-0853
静岡市追手町10-80

山梨県支部
C0552-35-7202
〒400-0032
甲府市中央1-8-7

長野県支部
C026-232-2104
〒380-0846
長野市旭町1108

新潟県支部
C025-222-3765
〒951-8126
新潟市学校町通一番町1

愛知県支部
C052-221-7096
〒460-0001
名古屋市中区三の丸1-4-2

三重県支部
C059-228-2232
〒514-0032
津市中央3-23

岐阜県支部
C058-265-0020
〒500-8811
岐阜市端詰町22

福井県支部
C0776-23-5255
〒910-0023
福井市順化1-24-43
ストークビル福井一番館３階
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石川県支部
C0762-21-0242
〒920-0937 金沢市丸の内7-2

富山県支部
C0764-21-4811
〒939-8202 富山市西田地方町2-7-5

大阪支部
C06-6364-1239
〒530-0047
大阪市北区西天満4-6-8
大阪弁護士会分館５階

京都支部
C075-231-2335
〒604-0971
京都市中京区富小路通丸太町下ル

兵庫県支部
C078-341-9006
〒650-0016
神戸市中央区橘通1-4-3

奈良支部
C0742-22-2035
〒630-8213 奈良市登大路町5

滋賀県支部
C0775-22-2013
〒520-0044
大津市京町3-1-2

和歌山県支部
C0734-22-4580
〒640-8144
和歌山市四番町５番地
和歌山弁護士会館内

広島県支部
C082-228-0230
〒730-0012
広島市中区上八丁堀2-66

山口県支部
C0839-22-0087
〒753-0045
山口市黄金町2-15

岡山県支部
C086-223-4401
〒700-0807
岡山市南方1-8-29

鳥取県支部
C0857-22-2171
〒680-0011
鳥取市東町2-223

島根県支部
C0852-21-3225
〒690-0886
松江市母衣町68
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香川県支部
C0878-22-3693
〒760-0023
高松市寿町2-3-11
高松丸田ビル

徳島県支部
C0886-52-5768
〒770-0854
徳島市徳島本町2-32

高知県支部
C0888-72-0324
〒780-0928
高知市越前町1-5-7

愛媛県支部
C0899-41-6279
〒790-0001
松山市一番町4-1-5
一誠ビル５階

福岡県支部
C092-741-6416
〒810-0043
福岡市中央区城内1-1

佐賀県支部
C0952-24-3411
〒840-0833
佐賀市中の小路4-16

長崎県支部
C0958-24-3903
〒850-0875
長崎市栄町1-25長崎
MSビル４階

大分県支部
C0975-36-1458
〒870-0046
大分市荷揚町7-15

熊本県支部
C096-325-0913
〒860-0078
熊本市京町1-13-11

鹿児島県支部
C0992-26-3765
〒892-0816
鹿児島市山下町13-47

宮崎県支部
C0985-22-2466
〒880-0803
宮崎市旭1-8-28

沖縄県支部
C098-833-5545
〒900-0023
那覇市楚辺1-5-15
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財団法人　女性のためのアジア平和国民基金
(アジア女性基金)

アジア女性基金は、元「慰安婦」の方々への国民の償いを行うこと、女性

の名誉と尊厳に関わる今日的な問題の解決に取り組むことを目的として、

1995年7月発足いたしました。以来、政府と国民の協力によって、具体的な事

業を実施してまいりました。

そのひとつは、元「慰安婦」の方々への国民的な償い事業です。それは、

1)元「慰安婦」の方々の苦悩を受け止め、心からの償いを示す事業、2)国と

して率直なお詫びと反省の表明、3)政府の資金による医療・福祉支援事業で

す。この償い事業については、一刻も早く日本の道義的責任を具体的に表し

たいという気持ちで進めています。

同時に、ドメスティック・バイオレンス(夫や恋人からの暴力)や人身売買な

ど、女性に対する暴力や人権侵害によって苦しむ方々が、まだまだたくさんい

ます。アジア女性基金では、女性に対する暴力のない社会を目指して、今日的

な女性問題の解決のために、以下のようなさまざまな事業に取り組んでいます。

■女性に対する暴力のない社会を目指す啓発活動

■女性が今日直面している問題についての国際会議の開催

■女性の人権問題に様々な角度から取り組んでいる女性の団体への支援活動

■女性に対する暴力、あるいは、女性に対する人権侵害についての原因と防止に関する調

査・研究

■暴力や人権侵害の被害女性に対するメンタルケアの開発など

基金の事業や活動についてのお問い合わせ、出版物のリストなどをご希望

の方は、下記の住所にご連絡ください。なお、インターネットでも基金の活動

はご覧になれます。

〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-42 赤坂アネックスビル
TEL: 03-3583-9322/9346 FAX: 03-3583-9321/9347

Home Page: http://www.awf.or.jp e-mail: dignity@awf.or.jp
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