
NPO法人　電話相談

団体名 一般社団法人社会的包摂サポートセンター｜よりそいホットライン

概要 生活苦、心の悩み、暴力被害など、さまざまな悩みに24時間 無料 で電話相談できる国のモデル事業「よりそいホットライ
ン」。運営にあたるのは全国の実績のある民間団体「自殺対策全国民間ネットワーク」「全国女性シェルターネット」など。さ
らに弁護士、司法書士、臨床心理士、社会福祉士ら300人以上の専門家が協力し、必要に応じて相談者に助言・支援を

行っています。どんなひとの、どんな悩みにもよりそって、一緒に解決する方法を探します。 電話相談の専門員がお待ち

しています。ひとりで抱え込まずに、お電話ください。自殺予防・DV・性暴力・セクシュアルイノリティの専門回線もありま

す。外国語/聞き取りが難しい方のための対応もあります。

相談員 専門員

利用者 1　暮らしの中で困っていること、気持ちや悩みを聞いてほしい方

2　外国語による相談（Helpline foreigners）
英語、中国語、韓国・朝鮮語、タイ語、タガログ語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語

3　性暴力、ドメスティックバイオレンスなど女性の相談

4　性別や同性愛などに関わる相談

5　死にたいほどのつらい気持ちを聞いてほしい

8　被災者の方で困っている方

電話番号 0120-279-338 メール

Twitter @0120279338 Facebook
HP https://www.since2011.net/yorisoi/

利用時間 ２４時間対応

その他

団体名 特定非営利活動法人レインボーコミュニティcoLLabo
概要 レインボーコミュニティcoLLaboは、「レズビアンや多様なセクシュアルマイノリティの女性たちが、セクシュアリティを肯定し、

自尊心をもち、隠すことなく生きていける社会を実現すること」 をミッションとしています。

＜coLLabo LINE（電話相談）＞

レズビアンの相談員による、レズビアンとセクシュアルマイノリティ女性のための専門の電話相談です。

住所 東京都世田谷区玉川１－３－２５

相談員 coLLabo LINEは、安心感をもってお話しいただけるよう、coLLaboの基礎研修を受けた相談員がお受けしています。

利用者 レズビアンやセクシュアルマイノリティの女性（もしかしたらと思っている方、迷っている方や、悩んでいる方も含みます）、そ
のご家族や関係する方（学校の先生や職場の方など）

電話番号 03-6322-5145 メール info＠co-llabo.jp

HP http://www.co-llabo.jp/
Twitter @collabonpo Facebook
利用時間 毎月第１土曜日　13:00～15:00
その他 相談料は無料です。※2019.04.06　休止中　連絡は可能

団体名 性と人権ネットワーク ESTO（エスト）

概要 ESTOは、すべての人がその性の在り様に関わらず存在(Est)を尊重(Esteem)されることを願い、人と情報の交流によるネッ

トワークを豊かなものにするために、1998年10月25日に発足した非営利の団体です。

＜メール相談＞

性同一性障害や性的指向、性分化疾患などに関することで、相談事をしたいという方のために、Eメールでのご相談を受

け付けています。

＜電話相談＞
一日のうちのわずかな時間ではありますが、電話でのご相談も受け付けています。

電話番号 080-6049-8843 メール esto＠estonet.info

HP http://estonet.info/project.html
Twitter Facebook
利用時間 平日は20:00〜22:00、土日祝は13:00〜22:00です（イベント等の開催・参加で電話をとれない時もあります）。

その他 着信専用のため、留守電の場合はお掛け直しください。Eメールかフォームで前もってお名前と簡単な相談内容をお知ら
せくださいますと、より確実に応対できます。折り返し対応可能な日時をメールで返信いたします。

団体名 特定非営利活動法人パープル・ハンズ

https://www.since2011.net/yorisoi/
http://www.co-llabo.jp/
http://estonet.info/project.html


NPO法人　電話相談

概要 パープル・ハンズでは、性的マイノリティの〈暮らし・お金・老後〉にかかわる相談に、電話および面談で、行政書士で2級
ＦＰ技能士のスタッフが対応しています。現行の制度や手続きを知ることで、解決できることがあるかもしれません。

<電話相談>
相談は随時お受けします。不在または担当者繁忙の場合はおかけ直しをお願いします。お一人およそ15分程度の相談

時間にご協力ください。

<対面相談>
予約制（日時随意。お申し込みは電話かお問合せから）

場所：パープル・ハンズ事務所お一人およそ1時間程度。

住所 東京都中野区東中野1丁目57番2号柴沼ビル41号室

相談員 行政書士で2級ＦＰ技能士

利用者

電話番号 03-6279-3094 メール info@purple-hands.net
HP http://purple-hands.net/project/

Twitter
@PurpleHands_net

Facebook https://www.facebook.com/pg/purplehands.
community/about/

利用時間 随時

その他 ご相談は無料ですが、ご相談のなかで遺言状等の書面やキャッシュフロー表の作成等をご希望の場合は、行政書士
／ＦＰ技能士・永易至文（東中野さくら行政書士事務所）をご紹介します。そのさいは規定の費用が発生します。ご依頼は
あくまで任意です。また、依頼内容が行政書士およびＦＰの業務範囲を超える場合は、適切な士業者等をご紹介すること
があります。

団体名 NPO法人OCCUR
概要 ＮＰＯ法人アカーは、同性愛やＨＩＶ／エイズについての「正しい知識・正確な情報の普及」「差別・偏見の解消」「ネット

ワーク作り」を目指す民間のNPO法人です。

<統合 「ヘルプ・ライン・サービス」>
電話番号 ： ０３-３３８０-２２６９　／　匿名可

時間 ：祝日を除く（火）（水）（木）　２０:００～２２:００

<法律相談>
GB-SOS GB-SOS 法律律相談は

①ゲイバッシング（同性愛者に対する暴力や脅迫・恐喝・詐欺・嫌がらせなどのトラブル）

②職場や学校などでの生活上での性的指向による差別

③同性間パートナーシップの形成・維持・解消

に関する相談と情報提供を行う電話相談ラインです。

法的な相談や手続きが必要な場合は、予約制で専門スタッフと相談でき、必要に応じて弁護士の紹介も行います。

電話番号：０３-３３８３-５５５６
予約時間：祝日を除く（月）～（金）１２：００～２０：００

<HIV＋のための法律相談>
helpl line for lesbian 「HIV陽性者がかかえる生活上のトラブル、制度上の問題に専門のスタッフが法的な側面から支援

し、相談を行う事業です。 72時間以内に専門のスタッフと具体的な相談ができるほか、電話での相談に限度がある場合に

は面談（東京都中野区）でのご相談にも応じます。 

電話番号：０３-３３８３-５５５６  
予約時間：祝日を除く（月）～（金）１２：００～２０：００/匿名可HP http://www.occur.or.jp/tel.html

Twitter 電話番号 03-3383-5556
メール occur@kt.rim.or.jp 

団体名 SHIPにじいろキャビン

概要 ＜電話相談　「SHIPほっとライン」＞

セクシュアルマイノリティを海に例えると、大海原をさまよう一隻のボートのようなものです。

「SHIP」はひとりひとりの可能性と健康をサポートする、大きなマザー「シップ」でありたいと考えています。
また、ときには弱った部分をやさしく包み込む「湿布」になりたいと考えます。

住所 横浜市神奈川区台町７-２　ハイツ横浜７１３号室

利用者 週１回、同性が好き、性別に違和感があることで悩んでいる方や、その周囲の方を対象とした電話相談を行います。
自らのセクシュアリティや性別の違和感について悩んでいる方、その友人・保護者など周りの方々からの相談を受けます

電話番号 ０４５−５４８−３９８０ メール フォームあり

http://purple-hands.net/project/
https://www.facebook.com/pg/purplehands.community/about/
https://www.facebook.com/pg/purplehands.community/about/
http://www.occur.or.jp/tel.html


NPO法人　電話相談

HP http://www2.ship-web.com/pg8.html#ほっとライン

Twitter
利用時間 毎週・木曜日　19:00〜21:00
その他

団体名 AGP
概要 医療・カウンセリング・福祉・教育などの分野でレズビアン＆ゲイコミュニティーに貢献しようとするグループです。

＜AGP「こころの相談」＞
同性愛者の悩みや心の問題について対応します。シフトを組んで電話相談に当たっておりますが、相談員の多くが本業
で臨床の現場で働いている医師や臨床心理士のため、急患や予想外の仕事の発生により急に電話相談ができなくなるこ
とがあります。あらかじめ御了承下さい。

住所 東京都西東京市西原町1-3-1-205
相談員 医師、臨床心理士

利用者

電話番号 050-5539-0246 メール mail@agp-online.jp
HP http://agp-online.jp/AGP_ON_LINE/dian_hua_xiang_tan.html

利用時間 毎週火曜日夜８時〜１０時

その他

団体名 ぷれいす東京

概要 ゲイの相談員が、ゲイ・バイセクシュアルの人たちのための電話相談を受けています。HIV/エイズのことや他の性感染症、

セクシュアル・ヘルスやセクシュアリティまで、相談が可能です。

HIVの感染不安の人、HIV検査前の電話相談

＜ゲイによるゲイのためのHIV/エイズ電話相談（Gay Friends for AIDS）＞
・トレーニングを修了したゲイの電話相談員が、相談を受けます。

・HIV/エイズに関する不安や疑問の相談ができます。

・他の性感染症やセクシュアリティのことなどもできる限り受けつけます。

・必要な場合には専門機関の紹介を含めた情報提供をしています。

TEL：03-5386-1575
土曜日 19:00～21:00（冬期休業を除く）

＜ぷれいす東京HIV/エイズ電話相談＞

TEL：03-3361-8909
日曜日 13:00～17:00（冬期休業を除く）

＜東京都HIV/エイズ電話相談（東京都委託事業）＞

TEL：03-3292-9090（ぷれいす東京は金夜間、土、日を担当）

月曜日〜金曜日         9:00～21:00（冬期休業を除く）、土曜日/日曜日/祝日 14:00～17:00

HIV陽性者と確認検査待ちの人、そのパートナー、周囲の人のための相談窓口

＜ぷれいす東京　ポジティブライン（厚生労働省委託事業）＞

TEL：0120-02-8341(やさしい）

月曜日〜土曜日 13:00～19:00（祝日／冬期休業を除く）、木曜日　15:00〜18:00 HIV陽性の相談員対応

＜対面相談＞

TEL：03-3361-8964（予約窓口）

月曜日〜土曜日 12:00～19:00（祝日／夏期・冬期休業を除く）

＜バディ（ボランティア・スタッフ）派遣＞

TEL:03-3361-8964（予約窓口）

月曜日〜土曜日 12:00～19:00（祝日／夏期・冬期休業を除く）

住所 東京都新宿区高田馬場4-11-5 三幸ハイツ403
相談員 各相談員

電話番号 03-3361-8964 メール office＠ptokyo.org

HP https://ptokyo.org/consult/gays
利用時間 （月～土12-19時）

団体名 L-Port 
概要 ＜LINE相談セクマイLINE相談にじいろTalk-Talk＞

LINE追加はHPから

http://www2.ship-web.com/pg8.html#ほっとライン
http://agp-online.jp/AGP_ON_LINE/dian_hua_xiang_tan.html
https://ptokyo.org/consult/gays


NPO法人　電話相談概要 ＜LINE相談セクマイLINE相談にじいろTalk-Talk＞
LINE追加はHPから

HP https://www.l-port.org
Twitter @sa_soudan Facebook

団体名 特定非営利活動法人　いくの学園

概要 ＜電話相談＞

ホットライン（相談電話）090-9629-4847
毎週水曜日（祝日休）12時～17時
DVや虐待など、親密な関係の中（男女間カップル、同性カップル、親子、兄弟姉妹、親族、友人など）の暴力から逃れた
い、加害者から逃れた後の、生活、制度利用、困りごと、その後の生きづらさなどについて相談を受けています。一緒に考
えていきますのでお電話ください。

＜法律相談＞

［弁護士相談］

月2回　要事前予約　有料

DV等暴力被害に詳しい女性弁護士が相談に応じます。

［司法書士相談］

月１回　要事前予約　有料

DV等暴力被害に理解のある司法書士が相談に応じます。

ホットライン（相談電話）090-9629-4847　毎週水曜日（祝日休）12時～17時

＜カウンセリング　適時　要事前予約　有料＞

・加害者から離れたけれど、心のもやもやがはれない。

・自分が間違ってないか不安･･･

・子どもや親、友人との関係がうまくいかない・・・など

暴力から離れたからこそ、悩みや不安がでてきます。

話をすることで、気持ちが落ち着いたり、整理できることがあります。

女性カウンセラーが対応します。

：ホットライン（相談電話）090-9629-4847　毎週水曜日（祝日休）12時～17時
電話番号 090-9629-4847 メール

HP https://ikunogakuen.org/aboutus/activities/

団体名 特定非営利活動法人 PROUD LIFE
概要 ＜電話相談　レインボー・ホットライン＞

★同性を好きになってしまった

◆制服のスカートをはくのがつらい

●同性愛は病気なの？

★親にカミングアウトしたいけど・・・

◆友達が性同一性障害かもしれない

●育て方が悪かったのか？
そう思っているあなた、話してみませんか。あなたの悩みに寄り添える相手がきっといます。レインボー・ホットラインは、セ
クシュアル・マイノリティの当事者や支援者による電話相談です。家族、友人、同僚、知人、先生など、ご本人以外の方か
らのご相談も受け付けております。

利用者 セクシュアル・マイノリティの当事者や支援者、家族、友人、同僚、知人、先生など、ご本人以外の方

電話番号 ０１２０－５１－９１８１ メール info＠proudlife.org

HP http://www.proudlife.org/hotline
Twitter @PROUDLIFE1 Facebook https://www.facebook.com/proudlife1
利用時間 毎週月曜日 よる７：００～１０：００

その他

https://www.l-port.org
https://ikunogakuen.org/aboutus/activities/
http://www.proudlife.org/hotline
https://www.facebook.com/proudlife1

