
東京都　電話相談

事業名 東京都:  ～Tokyo LGBT 相談～東京都性自認及び性的指向に関する専門電話相談

概要 性別に違和感がある、同性が好きかもしれない、より自分らしく生きたい、性表現（服装など）について聞いてほしい、ロールモデルを
探しているなど、性自認及び性的指向に関する様々な悩みや不安についての相談を電話で受け付けています。

匿名で相談できます。秘密は厳守します。

相談員 経験豊富な専門相談員

利用者

電話番号 03-3812-3727 メール

HP http://www.soumu.metro.tokyo.jp/10jinken/tobira/lgbt-soudan.html

Twitter Facebook

利用時間 火曜日、金曜日　18時～22時(祝日・年末年始除く)

その他 ご本人だけでなく、ご家族等からの相談も受け付けています。

事業名 渋谷区: 性的少数者のためのにじいろ電話相談

概要 パートナーとの関係、家族や友人との関係、職場や学校のことなど、性的少数者に関する問題全般についてお気軽にご相談ください。
渋谷区の男女平等と多様性社会を推進するための学習・活動・交流および情報提供の拠点となる施設、渋谷男女平等・ダイバーシ
ティセンター〈アイリス〉が運営しています。

住所 渋谷区桜丘町23-21 渋谷区文化総合センター大和田8階  渋谷男女平等・ダイバーシティセンター〈アイリス〉

相談員 専門の相談員

利用者

電話番号 03-3464-3401 メール

HP https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/bunka/oowada/iris_soudan.html

Twitter Facebook

利用時間 第2・第4土曜日　13時～16時(ひとり約30分以内)

その他 ご家族・ご友人からの相談も受け付けてます。

事業名 新宿区: 総合相談（悩みごと相談室）

概要 広く様々な相談を受け付けているため、性に関する専門の相談窓口ではございませんが、セクシュアリティ（セクシュアルマイノリティ）
に関する悩みごと、ジェンダー問題、性の自認・性的指向に関する悩みごとや生き方についての相談をお受けします。1回の電話相談

は30分程度でお願いします。

面談での相談もあります。

男女共同参画推進センター(ウィズ新宿)、区民相談室で実施しています。

住所 男女共同参画推進センター（ウィズ新宿） : 新宿区荒木町16

区民相談室: 新宿区歌舞伎町1-5-1　区役所第一分庁舎　2階　

相談員 “性と生”アドバイザー

利用者

電話番号 男女共同参画推進センター(ウィズ新宿) :  03-3353-2000

区民相談室: 03-5273-3646

メール

HP https://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/file12_01_00008.html

Twitter Facebook

利用時間 男女共同参画推進センター（ウィズ新宿） : 木曜日 10時～15時30分(12時～13時は除きます。)

区民相談室:  第1、3～5月曜日 10時～15時30分(12時～13時は除きます。)、第2月曜日 10時～12時
面接相談中はお受けすることができません。

その他 電話がつながりにくい場合がございます。あらかじめご了承ください。

http://www.soumu.metro.tokyo.jp/10jinken/tobira/lgbt-soudan.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/bunka/oowada/iris_soudan.html
https://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/file12_01_00008.html


東京都　電話相談

事業名 板橋区立男女平等推進センター「スクエアー・Ｉ(あい)」相談室

概要 男女平等推進センター「スクエアー・I（あい）」では、総合相談の中で、性的指向、性自認に起因する悩みについても相談を受け付け、

解決のお手伝いをしています。LGBT専門の相談機関ではありません。

電話による相談を受け付けています。まずはお電話ください。 

住所

相談員

利用者

電話番号 03-3579-2188 メール

HP https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/jinken/danjo/soudan/1002349.html

Twitter Facebook

利用時間 月～金・第2土曜日 9時～17時  (祝日、年末年始などを除く　※第2土曜日は祝日でも実施)

その他

事業名 練馬区: 性的マイノリティ相談（男女共同参画センター えーる）

概要 性的マイノリティに関する相談をお受けしています。ご本人だけでなく、ご家族やご友人などからの相談もお受けできます。
面談での相談もあります。

住所 練馬区石神井町8丁目1番10号　男女共同参画センター えーる　相談室

相談員

利用者 練馬区在住、在勤、在学の方

電話番号 03-3996-9050 メール

HP https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/iken/kakushusodan/seitekimainori.html

Twitter Facebook

利用時間 第3土曜日 9時～17時

その他 ご家族やご友人などからの相談もお受けできます。

事業名 文京区: 男女平等センター相談室（男女の悩み、生き方に関する相談）

概要 夫婦や親子などの家族関係、職場や地域、学校での人間関係、自分自身の生き方、パートナーからの暴力、SOGI（性的指向や性自

認）や性（性被害）に関することなど、カウンセラーが応じます。お気軽にご相談ください。

LGBT専門の相談機関ではありません。

相談時間は1回50分まで、相談回数はお1人様月2回までとさせていただきます。

電話相談の場合も、事前に電話予約が必要です。詳しくは文京区のホームページ等でご確認ください。
面談での相談もあります。

住所

相談員 詳細は文京区のホームページまたはお問い合わせ先でご確認ください。

利用者 原則として区内在住・在学・在勤者の方 

電話番号  03-3812-7149　※予約制

(受付時間は文京区のホームページ等でご確認ください)

メール

HP https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/jinken/danjo/senta-/byoudou-center-soudansitu.html

Twitter Facebook

利用時間 文京区のホームページまたはお問い合わせ先でご確認ください。

その他 お問い合わせ先: 
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター14階南側 総務課ダイバーシティ推進担当
電話番号：03-5803-1187
FAX：03-5803-1331

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/jinken/danjo/soudan/1002349.html
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東京都　電話相談

事業名 多摩市: ＬＧＢＴ電話相談 

概要 同性が好きな方、性別に違和感がある方、自分がそうかもしれないと悩んでいる方のための電話相談を実施しています。家族や友人
との関係、職場や学校のこと、身体のことなど、性的指向・性自認に関する悩み全般について、専門の相談員がお話を伺います。お気
軽にご相談ください。
当事者の方だけでなく、家族、友人、教職員、職場の同僚からの相談も歓迎です。秘密は厳守します。

住所 東京都多摩市関戸４－７２ ヴィータ･コミューネ7階 

相談員 専門の相談員

(ＮＰＯ法人共生社会をつくるセクシュア ル・マイノリティ支援全国ネットワークスタッフ )

利用者 誰でも利用可能(多摩市民でなくてもOK)

電話番号 042-355-2112 メール

HP http://www.city.tama.lg.jp/0000004348.html

Twitter Facebook

利用時間 偶数月の4月21日、6月16日、8月18日、10月20日、12月15日、2月16日　14時～18時

奇数月の5月19日、7月21日、9月15日、11月17日、1月19日、3月16日　16時～20時

その他 ご家族、周囲の方からの相談も受け付けています。

事業名 三鷹市: こころの相談ダイヤル

概要 「こころの相談ダイヤル」では、くらしの中の様々なことで悩んでいる方のために、専門の相談員（カウンセラー）がお話をうかがい、一
緒に解決の糸口を探します。どんな些細なことでも構いません。お気軽にご相談ください。

性別にかかわらず、どなたでも相談できます。

事前予約は不要です。下記の利用時間に直接、お電話ください。一人あたり30分までです。

LGBT専門の相談機関ではありませんが、自己内面のこと、性別違和に関することなどをお受けします。

住所

相談員 カウンセラー（LGBT専門の相談員ではありません）

利用者 三鷹市民（在勤、在学、在活動のかたを含む）

電話番号 0422-29-9864（相談員直通） メール

HP https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/000/000487.html

Twitter Facebook

利用時間 毎月第2火曜日 13時～16時・第4火曜日 17時～20時（祝日は除く）

その他

事業名 八王子市: ＬＧＢＴ電話相談

概要 自分の性や性的指向に伴う相談をはじめ、さまざまな相談に応じます。

本人、家族、友人、教員などどなたでも相談できます。秘密は厳守します。

住所

相談員

利用者

電話番号 042-648-2238　 メール

HP https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/shimin/003/003/lgbt/p024783.html

Twitter Facebook

利用時間 奇数月の第4水曜日 15時30分～18時30分

その他 ご家族・ご友人・教員の方など、どなたでも利用できます。

http://www.city.tama.lg.jp/0000004348.html
http://www.city.tama.lg.jp/0000004348.html
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/000/000487.html
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/000/000487.html
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/shimin/003/003/lgbt/p024783.html


東京都　電話相談

事業名 町田市: LGBT電話相談 性自認及び性的指向に関する相談

概要 自分の性自認・性的指向のこと、人間関係、職場や学校のこと、どんなことでもお気軽にご相談ください。

専門相談員が相談に応じます。相談は匿名で行い、秘密は厳守します。
相談内容によっては、適切な機関をご案内する場合もあります。

住所

相談員 専門相談員

利用者

電話番号 042-721-1162 メール

HP https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kurashisoudan/lgbtsodan/lgbt.html

Twitter Facebook

利用時間 毎月第2水曜日 15時～20時（祝日はお休みです。）

その他

事業名 日野市: 日野市女性相談

概要 日野市立男女平等推進センターふらっとでは、様々な悩みを解決するため女性相談を実施しています。女性相談員がお話をお伺いし
ます。

どこに相談したらよいのかわからない、話す相手がいない、こんな時に、あなたの気持ちに焦点を合わせ一緒に考えます。LGBT専門

の相談機関ではありませんが、心身・性のことについての相談もお受けしています。

あなたのプライバシーは堅く守ります。また、必要な場合には、他の専門機関をご紹介します。困ったときにはご相談ください。

女性も男性もどなたでも相談に応じます。1人につき相談時間は50分です。

電話相談も予約制です。事前に電話予約をしてください。予約受付時間は平日8時30分から17時15分です。042-587-8177までお電話く

ださい。

面談での相談もあります。

住所 日野市多摩平2-9　多摩平の森ふれあい館2階　男女平等推進センター

相談員 女性相談員

利用者

電話番号 042-587-8177　※予約制（予約受付：平日8時30分～17時15分） メール

HP http://www.city.hino.lg.jp/kurashi/danjo/danjo/1003322.html

Twitter Facebook

利用時間 火曜日 18時～21時、水曜日 9時45分～16時 (第5週及び祝日・年末年始を除く）
予約制です。予約の方法は概要欄をご覧ください。

その他

https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kurashisoudan/lgbtsodan/lgbt.html
http://www.city.hino.lg.jp/kurashi/danjo/danjo/1003322.html

