
全国男女共同参画関連施設（愛称５０音順）

No. 施設名称 愛称

1 男女共同参画センター横浜北 アートフォーラムあざみ野
2 静岡市女性会館 アイセル２１
3 綾部市男女共同参画センター あいセンター
4 長野県男女共同参画センター あいとぴあ
5 大分県消費生活・男女共同参画プラザ アイネス
6 立川市女性総合センター アイム
7 姫路市男女共同参画推進センター あいめっせ
8 渋谷女性センター・アイリス アイリス
9 セミナーハウスあいりす あいりす

10 清瀬市男女共同参画センター アイレック
11 荒川区立男女平等推進センター アクト２１
12 青森市働く女性の家 アコール
13 静岡県男女共同参画センター あざれあ
14 湯梨浜町ふれあいセンターあじさい あじさい
15 神戸市男女共同参画センター あすてっぷＫＯＢＥ
16 島根県立男女共同参画センター あすてらす
17 奈良市男女共同参画センター あすなら
18 福岡県男女共同参画センター あすばる
19 朝倉市女性センター あすみん
20 たかおか女性アカデミー アバンサルプラザ高岡
21 佐賀県立男女共同参画センター アバンセ
22 青森県男女共同参画センター アピオあおもり
23 長崎市男女共同参画推進センター アマランス
24 福岡市男女共同参画推進センター アミカス
25 新潟市男女共同参画推進センター アルザにいがた
26 中野区男女共同参画センター アンサンブル
27 越前市男女共同参画センター あんだんて
28 名古屋市女性会館 イーブネット
29 兵庫県立男女共同参画センター・イーブン イーブン
30 東大阪市立男女共同参画センター イコーラム
31 福山市男女共同参画センター イコールふくやま
32 川崎農村女性の家いぶき会館 いぶき会館
33 広島市女性教育センター【2011年3月31日一旦閉館】 ＷＥプラザ
34 芦屋市男女共同参画センター ウィザスあしや
35 知多市男女共同参画センター ウイズ
36 潟上市男女共同参画センター ウィズ
37 酒田市男女共同参画推進センター ウィズ
38 市川市男女共同参画センター With（ウィズ）
39 彦根市男女共同参画センター ウィズ
40 富田林市男女共同参画センターウィズ ウィズ
41 摂津市立男女共同参画センター ウィズせっつ
42 倉敷市男女共同参画推進センター ウィズアップ くらしき
43 新宿区立男女共同参画推進センター ウィズ新宿
44 岡山県男女共同参画推進センター ウィズセンター
45 備前市男女共同参画交流サロン ウィズびぜん
46 福島市男女共同参画センター ウィズ・もとまち
47 土浦市男女共同参画センター ウィズユーうらら
48 上里町男女共同参画推進センター ウィズ・ユー・上里
49 埼玉県男女共同参画推進センター With You さいたま
50 直方市男女共同参画センター ウイミン直方
51 葛飾区男女平等推進センター ウィメンズパル
52 新居浜市立女性総合センター 新居浜ウィメンズプラザ
53 メセナひらかた男女共生フロア・ウィル メセナひらかた「ウィル」
54 愛知県女性総合センター ウィルあいち
55 上越市男女共同参画推進センター ウィズじょうえつ　 
56 長岡市男女平等推進センター ウィルながおか
57 京都市男女共同参画センター ウィングス京都
58 西宮市男女共同参画センター ウェーブ
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59 練馬区立男女共同参画センター　えーる えーる
60 大田区立男女平等推進センター エセナおおた
61 広島県女性総合センター（エソール広島） エソール広島
62 豊島区立男女平等推進センター エポック１０
63 荒尾市働く女性の家 エポック・荒尾
64 甲斐市働く婦人の家 えみ・ハウス
65 野々市町女性センター Ｌ（エル）
66 宝塚市立男女共同参画センター エル
67 仙台市男女共同参画推進センター　エル・ソーラ仙台 エル・ソーラ仙台
68 仙台市男女共同参画推進センター　エル・パーク仙台 エル・パーク仙台
69 深谷市男女共同参画推進センター Ｌ・フォルテ
70 吉川市民交流センターおあしす おあしす
71 添田町働く婦人の家 オークホール
72 池田市立男女共生サロン オーブＩＫＥＤＡ
73 福島県男女共生センター 女と男の未来館
74 八頭町男女共同参画センター かがやき
75 天理市男女共同参画プラザ かがやきプラザ
76 青森市男女共同参画プラザ カダール
77 米子市男女共同参画センター かぷりあ
78 山口県婦人教育文化会館 カリエンテ山口
79 諏訪市働く婦人の家 カルチャーホームすわ
80 鹿角市男女共同参画活動拠点施設 ガンバルーム
81 北見市働く婦人の家 北見市女性センター　 
82 河内長野市立市民交流センター内男女共同参画センター KICCS
83 とよた男女共同参画センター キラッ☆とよた
84 射水市働く婦人の家 きらめき館
85 益城町男女共同参画センター 輝らめき館
86 土佐市立とさし男女共同参画センター きらら
87 出雲市男女共同参画センター くすのきプラーザ
88 大阪市立男女共同参画センター　クレオ大阪北 クレオ大阪北
89 大阪市立男女共同参画センター　クレオ大阪中央 クレオ大阪中央
90 大阪市立男女共同参画センター　クレオ大阪西 クレオ大阪西
91 大阪市立男女共同参画センター　クレオ大阪東 クレオ大阪東
92 大阪市立男女共同参画センター　クレオ大阪南 クレオ大阪南
93 徳島県婦人会館 県婦連
94 松山市男女共同参画推進センター コムズ（ＣＯＭＳ）
95 三木市男女共同参画センター こらぼーよ
96 古河市働く女性の家 サークル館
97 野尻町農村婦人の家 さきがけ
98 小浜市働く婦人の家 咲楽館
99 草加市文化会館 男女共同参画さわやかサロン さわやかサロン

100 鹿児島市男女共同参画センター サンエールかごしま
101 柏市インターネット男女共同参画推進センター 参画eye（さんかくあい）
102 岡山市男女共同参画社会推進センター さんかく岡山
103 小樽市男女平等参画推進プラザ 参画プラザ
104 郡山市男女共同参画センター さんかくプラザ
105 飯塚市男女共同参画推進センター サンクス
106 筑後市勤労者家庭支援施設 サンコア
107 津山男女共同参画センター「さん･さん」 「さん・さん」
108 佐賀県婦人会館 ＳＵＮちふれ
109 鹿児島市勤労女性センター さんは～と鹿児島
110 日向市男女共同参画社会づくり推進ルーム さんぴあ
111 富山県民共生センター サンフォルテ
112 高松市男女共同参画センター サンフリー高松
113 大田市働く女性の家 サンレディー大田
114 滝川市働く婦人の家 サンレディース
115 宇美町働く婦人の家 しーず　うみ
116 滋賀県立男女共同参画センター　G-NETしが G-NETしが（じーねっとしが）
117 日本女性学習財団（日本女子会館） ＪＡＷＥ
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118 鈴鹿市男女共同参画センター ジェフリーすずか
119 長野市勤労者女性会館しなのき しなのき
120 八女市農村婦人の家 しらべ
121 能代市農林漁家婦人活動促進施設 杉ホールひびき
122 スクエア２１・府中市女性センター スクエア２１
123 板橋区立男女平等推進センター スクエアー・I（あい）
124 河原町男女共同参画センター すく来夢（すくらむ）
125 川崎市男女共同参画センター すくらむ２１
126 すみだ女性センター すずかけ
127 とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ すてっぷ
128 せんなん男女共同参画ルーム ステップ
129 習志野市　男女共同参画センター ステップならしの
130 佐世保市男女共同参画推進センター スピカ
131 北区男女共同参画センター スペース　ゆう
132 八尾市男女共同参画センター すみれ
133 滑川市働く婦人の家 清風苑
134 こうち男女共同参画センター ソーレ
135 相模原市立男女共同参画推進センター ソレイユさがみ
136 岩内町働く婦人の家 高台館
137 うきは市男女共同参画センター だんだん
138 山形県男女共同参画センター チェリア
139 名古屋市男女平等参画推進センター つながれっとNAGOYA
140 由利本荘市働く婦人の家 鶴舞会館
141 沖縄県男女共同参画センター てぃるる
142 吹田市立男女共同参画センター デュオ
143 笠岡市男女共同参画推進センター てらすセンター
144 鳥取市男女共同参画センター 輝なんせ鳥取
145 東京ＹＷＣＡ 東京ＹＷＣＡ
146 大阪府立男女共同参画・青少年センター ドーンセンター
147 徳島県立男女共同参画交流センター ときわプラザ（ フレアとくしま）
148 全国友の会 友の家
149 磐田市男女共同参画センター ともりあ
150 群馬県ぐんま男女共同参画センター とらいあんぐるん
151 尼崎市立女性・勤労婦人センター 尼崎市女性センター・トレピエ
152 境港男女共同参画センター なぎさ会館
153 新座市男女共同参画推進プラザ にいざ ほっとぷらざ
154 いずみおおつ男女共同参画交流サロン にんじんサロン
155 国立女性教育会館 ヌエック
156 加西市男女共同参画センター ねひめホール
157 あさぎり町農村女性の家 農村わかば荘
158 さいたま市男女共同参画推進センター パートナーシップさいたま
159 大村市男女共同参画推進センター ハートパル
160 湯沢市男女共同参画センター はあとぴあ
161 熊谷市男女共同参画推進センター ハートピア
162 豊前市働く婦人の家 ハートピアぶぜん
163 岐阜市女性センター ハートフルスクエア－Ｇ
164 北秋田市男女共同参画活動拠点施設 ハートフルプラザ北秋田
165 羽生市女性センター パープル羽生
166 熊本市男女共同参画センター はあもにい はあもにい
167 鶴ヶ島市女性センター ハーモニー
168 春日部市男女共同参画推進センター ハーモニー春日部
169 浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター ハーモニーセンター
170 秋田県中央男女共同参画センター ハーモニープラザ
171 秋田県南部男女共同参画センター 南部ハーモニープラザ
172 秋田県北部男女共同参画センター 北部ハーモニープラザ
173 台東区立男女平等推進プラザ はばたき２１
174 四日市市男女共同参画センター はもりあ四日市
175 藤枝市男女共同参画推進センター ぱりて
176 坂井市春江女性の家 ハルエール
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177 江東区男女共同参画推進センター パルシティ江東
178 とちぎ男女共同参画センター パルティ
179 豊橋市男女共同参画センター パルモ
180 熊本県男女共同参画センター（くまもと県民交流館） パレア
181 松本市女性センター パレア松本
182 川西市男女共同参画センター パレットかわにし
183 城陽市男女共同参画支援センター ぱれっとJOYO
184 佐野市男女共同参画推進センター パレットプラザさの
185 諫早市男女共同参画推進センター ひと・ひと
186 行田市男女共同参画推進センター ＶＩＶＡぎょうだ
187 山梨県立男女共同参画推進センター「ぴゅあ峡南」 ぴゅあ峡南
188 大町市女性未来館ピュア ピュア
189 山梨県立男女共同参画推進センター「ぴゅあ総合」 ぴゅあ総合
190 山梨県立男女共同参画推進センター「ぴゅあ富士」 ぴゅあ富士
191 水戸市男女平等参画センター（現在閉館中） びよんど
192 小平市男女共同参画センター ひらく
193 戸田市男女共同参画センター ビリーブ　Believe
194 山形市男女共同参画センター ファーラ
195 見附市勤労者家庭支援施設 ふぁみりあ
196 篠山市男女共同参画センター フィフティ
197 東久留米市男女平等推進センター フィフティ２
198 階上町農村婦人の家 婦人の家
199 中央区立女性センター　ブーケ２１ ブーケ２１
200 宇部市男女共同参画センター・フォーユー フォーユー
201 男女共同参画センター横浜 フォーラム
202 男女共同参画センター横浜南 フォーラム南太田
203 下関市勤労婦人センター フォンテやまのた　 
204 主婦会館 プラザエフ
205 財団法人秋田県女性会館 プラツL
206 所沢市男女共同参画推進センターふらっと ふらっと
207 日野市立男女平等推進センター ふらっと
208 寝屋川市立男女共同参画推進センター ふらっと ねやがわ
209 宮古市男女共生推進センター フラットピア　みやこ　 
210 宮城県婦人会館 プランドゥ
211 松江市男女共同参画センター プリエール
212 上市町働く婦人の家 フレアール　かみいち
213 有田町婦人の家 ふれあい
214 美里町農村婦人の家 ふれあい
215 久留米市城島働く女性の家 ふれあいセンター
216 舞鶴市男女共同参画センター フレアス舞鶴
217 三重県男女共同参画センター フレンテみえ
218 八代市働く婦人の家 フレンドリーやつしろ
219 柏原市立女性センター フローラルセンター
220 たじみ男女共同参画サロン「ほっと」 ほっと
221 越谷市男女共同参画支援センター ほっと越谷
222 越前市家久農村婦人の家 ぽっぽ農楽里（のらり）
223 氷見市働く婦人の家 ホビーラ大浦
224 黒部市働く婦人の家 まいむ
225 佐倉市男女平等参画推進センター ミウズ
226 能美市働く婦人の家 緑が丘ＣＣ館
227 千代田区男女共同参画センター ＭＩＷ（ミュウ）
228 大府市石ヶ瀬会館 ミューいしがせ
229 新ひだか女性センター・みらい みらい
230 いいやま女性センター未来 未来
231 和歌山市男女共生推進センター みらい
232 胆振地方男女平等参画センター ミンクール
233 北九州市立男女共同参画センター ムーブ
234 にかほ市働く婦人の家 むらすぎ荘
235 宜野湾市人材育成交流センターめぶき めぶき
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236 宇治市男女共同参画支援センター ゆめりあ うじ
237 財団法人　神奈川婦人会館 もみじざか　じょいぷらざ
238 阿蘇市農村婦人の家 やまびこ
239 宗像市男女共同参画推進センター ゆい
240 宮古島市働く女性の家 ゆいみなぁ
241 上田市市民プラザ・ゆう ゆう
242 武蔵村山市男女共同参画センター ゆーあい　 
243 久留米市北野働く女性の家 ユー・アイきたの　 
244 福井県生活学習館 ユー・アイ ふくい
245 取手市立働く婦人の家・勤労青少年ホーム ゆうあいプラザ　 
246 杉並区立男女平等推進センター ゆう杉並
247 松戸市女性センター ゆうまつど
248 上山市働く婦人の家 ゆうみい
249 勝山市勤労婦人センター 友楽喜（ゆうらぎ）
250 田川市男女共同参画センター ゆめっせ
251 高島市働く女性の家 ゆめぱれっと高島
252 山梨市働く婦人の家 夢わーく山梨
253 鳥取県男女共同参画センター よりん彩
254 国分寺市立男女平等推進センター ライツこくぶんじ
255 世田谷区立男女共同参画センター らぷらす
256 日立市女性センター らぽーるひたち
257 京都府男女共同参画センター らら京都
258 港区立男女平等参画センター リーブラ
259 和歌山県男女共同参画センター　”りぃぶる” りぃぶる
260 坂戸市勤労女性センター リーベン（Ｌｉｅｂｅｎ）
261 筑前町男女共同参画センター リブラ
262 行橋市男女共同参画センター るーぷる
263 太宰府市女性センタールミナス ルミナス
264 茨城県女性プラザ レイクエコー
265 愛川町中津公民館 レディースプラザ
266 北九州市立東部勤労婦人センター レディスもじ　 
267 北九州市立西部勤労婦人センター レディスやはた
268 春日井市青少年女性センター レディヤンかすがい
269 釜石市働く婦人の家 わーく わーく 釜石
270 横手市女性センター Yパル
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