
５　男女共同参画関係施設等

 (1) 男女共同参画、女性のための総合的な施設

施　設　名 所　在　地 電話番号

国立女性教育会館（ヌエック） 埼玉県比企郡嵐山町菅谷728 (0493)62-6714

愛知県女性総合センター
（ウィルあいち）

名古屋市東区上竪杉町1番地 (052)962-2511

名古屋市男女平等参画推進センター
（イーブルなごや）

名古屋市中区大井町7-25 (052)331-5288

豊橋市男女共同参画センター
（パルモ）

豊橋市神野ふ頭町3-22 (0532)33-2822

岡崎市図書館交流プラザ
（Ｌｉｂｒａ　りぶら）

岡崎市康生通西4-71
(0564)23-3100

（代表）

春日井市青少年女性センター
（レディヤンかすがい）

春日井市鳥居松町2-247 (0568)85-4188

とよた男女共同参画センター
（キラッ☆とよた）

豊田市小坂本町1-25 (0565)31-7780

小牧市まなび創造館 小牧市小牧3-555 (0568)71-9848

大府市石ヶ瀬会館
（ミューいしがせ）

大府市江端町4-1 (0562)48-0588

知多市男女共同参画センター
（ウイズ）

知多市新知東町2-7-2 (0562)56-6305

高浜市女性文化センター 高浜市湯山町6-6-4 (0566)52-5002

 (2) 就業を促進するための施設

施　設　名 所　在　地 電話番号

愛知労働局雇用環境・均等部
名古屋市中区三の丸2-5-1
名古屋合同庁舎第2号館2階

(052)857-0312

 (3) 女性労働者の福祉施設

施　設　名 所　在　地 電話番号

一宮市働く婦人の家 一宮市音羽1-5-17 (0586)73-9100

稲沢市働く婦人の家 稲沢市西町3-10-24 (0587)23-2161

 (4) 各種相談窓口  

　○女性に関する相談（＊はＤＶに関する相談を含みます）

相談窓口 電話番号

月～金　9:00～21:00
土・日　9:00～16:00
(祝日・年末年始・一部月曜休
み)

火～日　9:00～17:00
(水は20:30まで)
(祝日・年末年始休み)

法律相談
(要予約)

月　10:00～12:00
(祝日・年末年始・ウィルあいち
休館日休み)

(052)962-2527

ＤＶ専門電
話相談

月　14:00～15:30
(祝日・年末年始・一部月曜休
み)

(052)962-2528

＊女性の悩みごと相談
（愛知県女性相談センター）

面接相談
(要予約)

電話相談

郵便番号

444-1332

478-0065

474-0035

485-0041

471-0034

486-0844

444-0059

441-8075

460-0015

461-0016

491-0045

460-8507

355-0292

郵便番号

弁
護
士
に
よ
る

相
談

郵便番号

相談受付日時
(特に記載がない場合、日・祝・年末年始は原則休み)

492-8218

(052)962-2527
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相談窓口 電話番号

　＊尾張駐在室
(052)961-7211
（内線2323）

　＊海部駐在室 (0567)24-2134

　＊知多駐在室 (0569)31-0121

　＊西三河駐在室 (0564)27-2719

　＊豊田加茂駐在室 (0565)33-0294

　＊新城設楽駐在室 (0536)23-8051

　＊東三河駐在室
(0532)54-5111
（内線301）

女性の健康なんでも相談
（県・公益社団法人愛知県助産師会）

月～土　13:30～16:30
(年末年始、盆、祝日を除く)

090-1412-1138

月　10:00～14:00
木　10:00～13:00
第３水　18:00～21:00

火　16:00～17:00
    19:00～19:30
第1・3月　14:30～15:30
第2・4木　13:30～14:30
(いずれも年末年始・盆・祝祭日
を除く)

愛知県精神保健福祉センター
あいちこころほっとライン365
(こころの健康に関する相談)

年中無休　9:00～16:30 (052)951-2881

月～金　9:00～17:00
 (祝日・年末年始を除く)

＃９１１０
(052)953-9110

24時間受付 (052)961-0888

24時間受付
＃８１０３

(0120)67-7830

24時間受付 (052)561-0184

月～金　9:00～17:00
(祝日・年末年始を除く)

(052)954-8897

月～土　9:00～20:00
(祝日・年末年始を除く)

(0570)064-810
（愛知県内から
のみ通話可能）

月～金　10：00～16：00
(祝日・年末年始を除く)

(052)232-7830

(公社）被害者サポートセンター
あいちの開設時間は、同セン
ターにつながります
　7:00～22:00
 （12/29～1/3を除く）

(0570)783-554

電話相談

不妊・不育に関する相談
（愛知県不妊・不育専門相談センター）

電話相談

面接相談(要予
約)

相談受付日時
(特に記載がない場合、日・祝・年末年始は原則休み)

電話相談
　月～金　9:00～17:00

面接相談(要予約)
　月～金　9:00～17:00
　(祝日・年末年始休み)

全国共通ナビダ
イヤル（東京）

県警察本部

犯罪の被害にあ
われた方やご家
族に対する電話
相談

ストーカー110番

＊住民コーナー
(警察安全相談)

(公社）被害者サポートセンターあいち

ハートフルライ
ン(犯罪被害者の
ためのこころの
悩み相談)電話相
談

ふれあいコール
(電車内の痴漢被
害相談)

性犯罪被害110番
(性犯罪被害相
談)電話相談

ハートフルス
テーション・あ
いち(性犯罪被害
者のためのワン
ストップ支援セ
ンター)

電話相談

(052)741-7830
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相談窓口 電話番号

＊イーブルなごや相談室

月・火・金・土・日
　10:00～16:00
水のみ　10:00～13:00
        18:00～20:00
(木(祝日の時は翌金曜も休み)・
祝日・年末年始を除く)

(052)321-2760

＊名古屋市ＤＶ被害者ホットライン
土・日・祝日 10:00～18:00
(年末年始を除く)

(052)232-2201

＊名古屋法務局 月～金　8:30～17:15 (0570)070-810

＊法テラス
（日本司法支援センター）

月～金　9:00～21:00
土　9:00～17:00

(0570)079-714

相談窓口 電話番号

愛知県県民相談・情報センター (052)962-5100

尾張県民相談室 (0586)71-5900

西三河県民相談室 (0564)27-0800

東三河県民相談室 (0532)52-7337

　○消費生活に関する相談

相談窓口 電話番号

愛知県消費生活総合センター

月～金　9:00～16:30
土・日　9:00～16:00
祝日（土・日は除く）及び年末
年始は休み

専用ダイヤル
(052)962-0999

　○再就職支援に関する相談

相談窓口 電話番号

あいち子育て女性再就職サポートセン
ター
（ママ・ジョブ・あいち）

電話・メール・FAX・窓口
月～金　9:30～18:00
土　   10:00～17:00
(祝日及び12/29～1/3は除く)

(052)485-6996
(電話・FAX)

キャリアカウン
セラー等による
相談(要予約)

女性の人権ホッ
トライン

相談受付日時
(特に記載がない場合、日・祝・年末年始は原則休み)

相談受付日時

電話又は
来所相談

相談受付日時
(特に記載がない場合、日・祝・年末年始は原則休み)

犯罪被害者支援
ダイヤル

　○県政や交通事故等に関する県民相談・犯罪被害者支援に関する総合案内

電話相談

電話相談

相談受付日時
(特に記載がない場合、日・祝・年末年始は原則休み)

電話又は
来所相談

月～金　9:00～17:15

-76-


