だれもが輝く
とうきょうガイドブック
～男女平等参画のための施策～

はじめに
東京都では、すべての都民が、性別にかかわりなく個人として尊重され、男女
が対等な立場であらゆる活動に共に参画し、責任を分かち合う男女平等参画社会
の実現を目指しています。
「どうやって仕事と家庭を両立すればいいんだろう？」「困ったことがあっても
相談先がわからない」。そんな不安や悩みを抱える方へ、東京都は様々な支援を行っ
ています。

目 次
1. 仕事編

P.4~

■ データで見る東京都の現状

共働き／女性の労働力人口比率（M 字カーブ）／雇用形態／所定内給与額男女格差

■ 働きたい方にはこんな支援があります！

ハローワーク／マザーズハローワーク・マザーズコーナー／
東京しごとセンター・東京しごとセンター多摩／公共職業訓練

■ 起業したい方にはこんな支援があります！

TOKYO 創業ステーション・TOKYO 創業ステーション TAMA

2. 家庭編

P.8~

■ データで見る東京都の現状

第1子出産前後の妻の就業経歴／育児休業の取得状況

■ 子育てについてはこんな支援があります！

子育てひろば／ファミリー・サポート・センター／一時預かり／ショートステイ／
トワイライトステイ／病児保育／とうきょう子育てスイッチ／
シングルママ・シングルパパ くらし応援ナビ Tokyo ／

こぽる（とうきょう子供・子育て施設ポータル）
／家庭と仕事の両立支援ポータルサイト

■ 介護についてはこんな支援があります！
地域包括支援センター及び在宅介護支援センター

■ 妊娠や子育て関連の助成制度、ひとり親家庭等への助成制度
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3. 地域編

P.14~

■ ボランティア・防災に取り組みたい方にはこんな支援があります！
東京ボランティア・市民活動センター／東京ボランティアポータル／東京くらし防災
コラム

乳児用液体ミルクって知ってる？

4. 相談編

P.15~

■ 女性の悩み・配偶者暴力・様々な暴力に関する相談

東京ウィメンズプラザ／東京都女性相談センター／ DV 相談＋
（プラス）／
東京都性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター／
警視庁総合相談センター

■ 人権に関する相談

東京都人権プラザ／東京都性自認及び性的指向に関する専門相談

■ 仕事・職場に関する相談

女性のしごと応援テラス・女性のしごと応援テラス 多摩ブランチ／
東京都労働相談情報センター（労働相談）／就活チャット相談

■ 妊娠や子育てに関する相談

妊娠相談ほっとライン／妊娠したかも相談＠東京／子供家庭支援センター／

児童相談センター・児童相談所／保健所・保健センター／
よいこに
（4152）
電話相談室／子ゴコロ・親ゴコロ相談 @ 東京／
東京都ひとり親家庭支援センター はあと・はあと飯田橋・はあと多摩

■ 若者を対象とした相談
東京都若者総合相談センター「若ナビα」
■ 介護に関する相談
地域包括支援センター及び在宅介護支援センター
■ 生きるのがつらいと感じた時の相談
こころといのちのほっとライン
■ ちょっとした悩み相談
女性の悩み相談サイト「TOKYO メンターカフェ」

5. その他

P.19~

WILL キャリッジ／ TOKYO ふたり STORY ／
東京フィフティ・アップ BOOK ／若年被害女性等支援モデル事業／
パンフレット「配偶者や交際相手からの暴力で悩んでいませんか」／
パパとママが描くみらい手帳／とうきょう子育て応援ブック／
Web サイト「パパズ・スタイル」
男女平等参画に関する問い合わせ
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１

１ 仕事編

仕事編

データで見る東京都の現状
共働き
共働き世帯数は平成14年以降上昇しています。反対に、夫が有業で妻が無業の世帯数は減少を
続けています。
共働き世帯数等の推移

共働き世帯

（千世帯）

1,400.0
1,300.0
1,200.0

夫が有業、妻が無業の世帯

1,335.8
1,194.0

1,202.6

1,137.1

1,211.5

1,100.0
1,000.0

1,067.0

1,000.3

900.0

954.9

894.7

800.0

772.3

700.0
600.0

平成9年

平成14年

平成19年

平成24年

平成29年
資料：総務省「就業構造基本調査」

女性の労働力人口比率（M 字カーブ）
平成21年と比較して M 字カーブは緩やかになってきてはいますが、依然として35～45歳の労
働力人口比率の低下が見られます。
年代別女性の労働力人口比率

平成21年

令和元年

（％）

100

83.4
80
60

55.2

40

45.0

74.7

77.8

80.3
67.0

67.0

71.9
54.4
18.8

20
0

14.7
15〜24歳

25〜34歳

35〜44歳

45〜54歳

55〜64歳

65歳以上

資料：東京都総務局「東京の労働力
（労働力調査結果）
」
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１

雇用形態

雇用形態の内訳別雇用者割合

■正規の職員・従業員

女 性

■パート

■アルバイト

■その他

男 性

13.0 13.1

26.7

47.0

平成14年

15.4 10.5

25.4

48.7

平成19年

78.3

2.6 9.3 9.9

14.3 11.6

26.0

48.1

平成24年

77.6

3.0 9.3 10.1

14.7 10.1

26.0

49.3

平成29年

78.3

3.0 8.6 10.2

（％）
100

80

60

仕事編

役員を除く雇用者に占める正規の職員、従業員の割合は、平成29年では男性が78.3％である
のに対し、女性は49.3％となっています。

40

20

0

80.9

0

20

40

1.8 9.6 7.7

60

80

（％）
100

資料：総務省「平成29年就業構造基本調査」

所定内給与額男女格差
所定内給与額の女性の男性に対する割合は、平成10年の65.1％が令和元年には73.2％となり、
男女間の格差は緩やかに縮小していますが、依然として男性の7割強の水準に留まっています。
所定内給与額男女間格差の推移

■男性

■女性

女性の男性に対する割合

（千円）

（％）

600.0

65.9

67.7

450.0

395.8

300.0

261.0

401.4

271.6

67.9

415.6

282.1

71.9

406.7

292.6

71.1

421.4

299.5

73.2

417.5

305.8

150.0

0.0

80.0

60.0

40.0

20.0

平成
11年

平成
15年

平成
19年

平成
23年

平成
27年

令和
元年

0.0

資料：厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」
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１

働きたい方にはこんな支援があります！

仕事編

どこで仕事を探せばいいの？

ハローワーク

お仕事を探している方と､ 人材を探している会社とを結ぶお手伝いをしています。
お仕事を探したい方は､ 求人情報の紹介や各種就職支援を無料で利用すること
ができます。

東京ハローワーク
HP

どのような支援が受けられるの？
 職についての相談
就
就職活動に役立つ各種セミナー
求人情報の提供 ･ 紹介
ハロートレーニング（職業訓練）の受講相談
履歴書 ･ 職務経歴書の書き方サポート､ 面接対策 など

子育てをしながら仕事を探すにはどこで相談したらいい？

マザーズハローワーク・マザーズコーナー
どこが普通のハローワークと違うの？
子育てをしながらお仕事を探したい方に､ きめ細かな支援をしています。

マザ ーズ ハロー
ワーク東京 HP

 約制 ･ 担当者制による継続的な就職支援
予
再就職に向けた準備セミナー、パソコン講習の開催（無料 ･ 託児付き）
保育サービス関連情報の提供 など

どんな求人情報を探せるの？
 育て中の方を支援する制度がある
子
フレックスタイム制で勤務時間に融通が利く

 業内に保育施設がある
企
残業がない､ 少ない など

都内にはマザーズハローワークが3か所､ マザーズコーナーを設置しているハローワークが
7か所あります。利用を希望される方は､ お近くの施設までお問い合わせください。

再就職したいけど、何から始めたらいいかわからない…

東京しごとセンター／東京しごとセンター多摩
カウンセリングや職業紹介など仕事に関する様々なサービスをワ
東 京しごとセン 東 京しごとセン
ンストップで提供しています。結婚、出産、育児、介護からの再
ターHP
ター多摩 HP
就職を目指す方向けの専門窓口「女性しごと応援テラス」では、
きめ細やかな就職支援を行うとともに、託児サービス（予約制）やキッズスペースも無料で利
用できます。立川に開設した「女性しごと応援テラス 多摩ブランチ」では、お子さまの見守
りサービス（予約制）やキッズスペースをご利用いただけます。
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⃝都 立職業能力開発センターにおける職業訓練中の
保育サービス提供
都内在住で3歳以下のお子さんをお持ちの方を対象
に､ 訓練期間中の保育料を都が負担します。（ただ
し､ 企業主導型保育施設に限ります。
）

仕事編

都立職業能力開発センター等において、求職者を対象として就職に必要な知識・
技能を習得できるよう職業訓練を実施します。また、在職者を対象にしたキャ
リアアップのための短期訓練も行います。

１

公共職業訓練（就職に役立つ能力を習得）

TOKYOはたらく
ネットHP

⃝『女性向け委託訓練』
（3か月コース､ 5日間コース､ e- ラーニングコース）
結婚､ 出産､ 育児等により退職し､ 再就職を希望
する方（e- ラーニングは非正規労働者の方も対象）
。
5日間コースは託児サービス付きです。
⃝｢母子家庭の母等に対する職業訓練｣
（準備講習5日間付き3か月）
ひとり親家庭の保護者で､ 必要な要件を満たす方

起業したい方にはこんな支援があります！
自分で起業したいけど、支援してくれるところないかな？

TOKYO 創業ステーション／ TOKYO 創業ステーション TAMA
東京で起業を目指す方のための創業支援拠点です。事業アイデアの着想から事
業化までを支援します。キッズルームが併設されており、子育て中の方でも気
軽に相談が可能です。

TOKYO創業ステーション／
TOKYO創業ステーションTAMA
HP

⃝ Wi-Fi 完備の開放的なラウンジで、アイデア構築や起業仲間との交流ができます。
⃝イベントスペースでは、起業関連ベントをほぼ毎日開催しています。

TOKYO 創業ステーション

TOKYO 創業ステーション TAMA
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2 家庭編
データで見る東京都の現状
第1子出産前後の妻の就業経歴

２

第1子出産前に働いていた女性のうち出産退職をした方の割合は減少してきていますが、依然
46.9％の方が出産時に退職をしています。

家庭編

子の出生年別出産前後の妻の就業変化（第1子）
（全国）
（％）

100

80

■就業継続（育休利用）
■出産退職
■不詳
■就業継続（育休利用なし） ■妊娠前から無職

3.1

3.4

3.8

3.8

4.1

4.2

35.5

34.6

32.8

28.4

24.0

23.6

60
40
20
0

37.3

60.8％

18.4

39.2％

5.7

37.7

16.3
8.1

60.7％

39.3％

39.3

13.0
11.2

61.9％

38.1％

40.3

12.2
15.3

59.5％

42.9

59.7％

19.4

無職
46.9％

10.0

9.5
40.5％

33.9

40.3％

28.3

有職
53.1％

第1子出産前
有職者
（100％）

1985〜89年出生 1990〜94年出生 1995〜99年出生 2000〜04年出生 2005〜09年出生 2010〜14年出生
資料：国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査

結婚と出産に関する全国調査
（夫婦調査）
（平成28年）
」

育児休業の取得状況
東京都の令和元年度の女性の育児休業取得率は95.6% で、配偶者が出産した男性の育児休業取
得率は11.8% となっています。
育児休業取得状況の推移

男性（右目盛）

（％）

100

80

50

81.6

86.8

88.3

90.9

89.3

92.5

94.2

93.4

93.6

93.3

94.1

93.9

95.9

95.6

60

40
30

40

12.3

20
0

女性
（％）

0.23

0.39

0.70

1.34

1.10

1.50

1.80

1.70

3.02

4.49

7.4

16.6

20

11.8

平成
平成
平成
平成
平成
平成
平成
平成
平成
平成
平成
平成
平成
令和
16年度 17年度 18年度 20年度 21年度 22年度 23年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

10
0

資料：東京都産業労働局「令和元年度東京都男女雇用平等参画状況調査」
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子育てについてはこんな支援があります！
赤ちゃんにも、私にも、友達づくりできる場はないかな？育児相談もできると助かる…

子育てひろば

東京都福祉保健局HP
都内の子育てひ
ろばの紹介

２

利用対象 0歳から3歳を中心とした乳幼児とその保護者
⃝親子で遊べる！
⃝育児相談ができる！
⃝子育て仲間が見つかる！
⃝子育てに関する講座が受講できる！

家庭編

子供を預けたいけれど、近くに頼れる相手がいない…

ファミリー・サポート・センター

利用対象 区市町村により対象年齢が異なります。
（有料）
子育てを手伝ってほしい人と手伝いたい人を結び､ 地域で子育てを支援する相
互援助活動です。ファミリー･サポート･センターに登録することで利用できます。

東京都福祉保健局HP
ファミリーサポート
センター事業所一覧

利用例 ⃝保育施設や学童クラブへの送迎
⃝学校の放課後や休みのときの預かり
⃝通院や冠婚葬祭参加時の預かり
⃝買い物などの外出時の預かり など

保育園には通っていないけれど、日中の預かりを頼めないかな？

一時預かり

利用対象 0歳から未就学児の子供（有料）
保育園や幼稚園に入園していない場合でも､ 一時
的に子供を預けることができます。利用時は事前
申込みや抽選などを行う場合があります。理由を
問わず気軽に利用できます。
（区市町村によって､
利用条件が異なります）

東京都福祉保健局HP
子育て支援情報
一覧

家族が入院することに！子供の世話ができないときはどうすればいいの？

ショートステイ

利用対象 一時的に養育ができない子供（有料）
保護者が病気 ･ 出産 ･ 出張 ･ 育児疲れなどの理由で子供を家庭でみることができ
ないときに､ 原則7日以内､ 宿泊で子供を預けることができます。

東京都福祉保健局HP
子育て支援情報
一覧
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仕事で帰宅が遅くなるので、夜も子供を預かってほしい…

トワイライトステイ

保護者が仕事などにより夜間に養育ができない子供（有料）
保護者の仕事や病気の療養で帰宅が遅い場合､ 専用の施設等で17時から22時
頃まで子供を預けることができます。夕食 ･ 入浴の提供など､ 生活のサポート
もしています。
利用対象

東京都福祉保健局HP
子育て支援情報
一覧

子供が熱を出して保育園に預けられない！病気の子供を預けられるサービスは？

２

病児保育

家庭編

利用対象 保護者が事情により保育ができない病気や病気の回復期にある子供
（有料）
保育園や幼稚園､ 小学校等に通う子供が､ 病気または回復期のため集団生活を
送ることが難しいときに､ 一時的に子供を預けることができます。

東京都福祉保健局HP
子育て支援情報
一覧

子育てに関する情報を収集したい！

とうきょう子育てスイッチ
東京都の子育て応援ポータルサイトです。ぜひご活用ください！

ポイント

とうきょう子育て
スイッチ

 住まいの地域やお子様のライフステージご
お
とに利用可能な行政サービスを絞り込んで検
索できます。
 育てに関するお役立ち情報や、子育て支援団
子
体の先進的な取組みをコラム形式で紹介してい
ます。
各
 種 SNS（Twitter、Facebook、Instagram）
でも、最新の子育て情報を発信しています。

ひとり親家庭をサポートしてくれる制度や情報を知りたいけれど、忙しくて探す時間がない！

シングルママ・シングルパパ くらし応援ナビ Tokyo

都や区市町村など、様々な実施主体が行うひとり親家庭への支援施策の情報を
まとめて見ることができます。支援情報や相談窓口一覧のほか、コラムやお悩
み FAQ、ひとり親に役立つセミナー・イベント情報なども掲載しています。

10

シングルママ・シ
ングルパパくらし
応援ナビ Tokyo

子育てに関する施設を探したい！

こぽる（とうきょう子供・子育て施設ポータル）
ポイント
 内の保育所や幼稚園など様々な施
都
設の情報を、PC やスマートフォン
から一括して検索することが可能
です。

こぽる（とうきょ
う子供・子育て
施設ポータル）

２

 所検索により、自宅からの距離が
住
近い順に施設を表示させることがで
きます。

家庭編

 マートフォン版サイトでは、位置
ス
情報から近くの施設を検索すること
も可能です。

仕事をしながら育児や介護するのは大変。どうやって両立したらいいの？

家庭と仕事の両立支援ポータルサイト

家庭と仕事の両立に関する各種情報提供を目的としたポータルサイトです。
以下のような情報を提供しています。
⃝育児と仕事の両立 ⃝介護と仕事の両立 ⃝家庭と仕事の両立支援推進企業

家庭と仕事の両
立支援ポータル
サイト

介護についてはこんな支援があります！
介護のことを相談できるところはないの？

地域包括支援センター及び在宅介護支援センター
地域包括支援センター
高齢者が住み慣れた地域で健康でいきいきとした生活が送れるよう、高齢者や
その家族などを総合的に支援しています。
在宅介護支援センター
在宅の暮らしや介護について不安を持つ高齢者やその家族に対して、福祉サー
ビスや介護保険に関する相談を受けつけています。

地域包括支援セン
ター及び在宅介護
支援センター一覧
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妊娠や子育て関連の助成制度
妊娠・出産に関する各種支援
⃝入院助産（出産費用の助成）
⃝妊娠高血圧症候群等の医療費助成 など
詳細は東京都福祉保健局 HP をご確認ください。

東京都福祉保健局HP
妊娠・出産

２

もうすぐ子供が生まれるけど、これからのお金が不安だな…

児童手当

お住まいの区市町村にお問い合わせください。

家庭編

利用対象 0歳から中学卒業までの子供がいる家庭
もらえる金額は､ 子供の年齢 ･ 人数や保護者の所得によって変わります。

各種医療費助成制度

お住まいの区市町村にお問い合わせください。

子供の病気やけがの治療をサポートしてくれる制度は？

乳幼児医療費助成制度

利用対象 義務教育就学前までの乳幼児（0歳から小学校入学前まで）
各種医療保険の自己負担分を助成する制度です。

義務教育就学児医療費助成制度
義務教育就学時期にある児童（小学1年生から中学3年生まで）
各種医療保険の自己負担分の一部を助成する制度です。
区市町村により所得制限の有無や助成の範囲等が異なります。
利用対象

各種貸付制度
子供の進学や就職のためのお金が不安…

受験生チャレンジ支援貸付

利用対象 中学3年生、高校3年生の子供がいる世帯（所得制限あり）
高校・大学受験対策のために学習塾へ通う費用と、高校・大学の受験料を無利
子で借りることができます。高校・大学に入学した場合は、返済が免除されます。

教育支援資金

東京都福祉保健局HP
受験生チャレンジ
支援貸付

お住まいの区市町村の社会福祉協議会にお問い合わせください。

利用対象 高校や大学などへ進学・就学する子供がいる世帯（所得制限あり）
学校教育法に定められた高等学校、大学等への進学や就学に必要な学費等を借りることができます。
※その他の貸付制度はお住まいの区市町村にお問い合わせください。
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ひとり親家庭等への助成制度
ひとり親家庭をサポートしてくれる制度はないかな？

児童扶養手当

お住まいの区市町村にお問い合わせください。

利用対象 ひとり親家庭等
ひとり親家庭等の自立と生活の安定のための手当です。対象年齢（18歳になった最初の3月31
日〈障害児は20歳未満〉まで）の子供がいる家庭がもらえます（所得制限があります）。

２

児童扶養手当以外にも、ひとり親家庭をサポートしてくれる制度はある？

利用対象 東京都内に住んでいるひとり親家庭等
対象年齢（18歳になった最初の3月31日まで）の子供がいる家庭が
もらえる手当です（所得制限があります）
。

東京都
独自の支援制度
です！

家庭編

児童育成手当（育成手当） お住まいの区市町村にお問い合わせください。

子供の病気やケガの治療をサポートしてくれる制度は？

ひとり親家庭等医療費助成制度

お住まいの区市町村にお問い合わせください。

ひとり親家庭の父又は母及び18歳になった最初の3月31日
（障害がある場合は20歳未満）までの子供など
各種医療保険の自己負担分の一部を助成する制度です。区市町村によ
り所得制限の有無、助成範囲等が異なります。
利用対象

ひとり親家庭が資金を借りることができる制度は？

母子及び父子福祉資金

ご利用に関してはお住まいの区市・西多摩福祉事務所・支庁にお問い合わせください。
利用対象 20歳未満の子供を扶養しているひとり親家庭の親
生活費や引っ越し､ 進学､ 就職などの資金を借りることができます。

女性福祉資金
ご利用に関してはお住まいの市・西多摩福祉事務所・支庁にお問い合わせください。

配偶者のいない女性で、親 ･ 子 ･ 兄弟姉妹を扶養している方
（一部所得制限あり）
生活費や引っ越し､ 進学､ 就職などの資金を借りることができます。
利用対象

東京都
独自の支援制度
です！

そのほか、一定の障害のある子供を対象に、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、児童育成手
当（障害手当）等があります。
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3 地域編
ボランティア・防災に取り組みたい方にはこんな支援があります！
ボランティアに関心があるのだけど、情報はどこで手に入るの？

東京ボランティア・市民活動センター

「ボランティア・市民活動に関心がある」
「ボランティア活動に参加したい」
「ボ
ランティア活動について調べてみたい」「もっと団体の活動を発展させたい」
と思うみなさんのためのオープン・スペースです。
ボランティア活動・市民活動に関するさまざまな情報を探せたり相談するこ
とができます。

東京ボランティア・
市民活動センター
HP

ボランティア情報ポータルサイト「東京ボランティアポータル」

３
地域編

ボランティア活動を応援するための多様な情報を一覧できる総合ポータルサイ
トです。ボランティアの魅力をお届けするコンテンツやボランティアにつなが
るための各種団体へのリンクも掲載しています。
（令和3年夏ごろ移転・リニューアル予定）

東京都生活文化
局HP 東京ボラン
ティアポータル

防災の対策をしたいけど、どこから手を付けて備えたらいいのかわからない…

東京くらし防災

日常生活の中で、無理なく取り組める防災対策や、避難所に
おける授乳や防犯対策などの被災生活の様々な課題への対処
法を掲載しています。
自分や家族の命を守るため、日々の暮らしから災害への備え
をはじめてみませんか。

東京都総務局 HP
東京くらし防災

乳児用液体ミルクって知ってる？
近年、日本各地で地震や集中豪雨など、多くの自然災害が発生しています。大規模災害が
発生した場合には、電気・ガス・水道などのライフラインの復旧には1週間以上かかる恐れ
があります。普段、粉ミルクを利用して育児をしているご家庭では、水などが不自由な災
害時には、乳児用液体ミルクが有用です。
▪乳児用液体ミルクとは？

母乳代替食品である乳児用液体ミルクは、調乳する必要がなく滅菌済みなのですぐ
に使用できることや、常温（おおむね25℃以下）で保存できるのが特徴です。
使用方法や注意点等を動画とリーフレットにて公開していますのでぜひご覧ください。

東京都福祉保健局 HP「災害時に備えて
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知っていますか？乳児用液体ミルク」

4 相談編【困った時の相談はこちら！】
女性の悩み・配偶者暴力・様々な暴力に関する相談
夫婦の問題や交際相手との関係などの相談をできるところはないかな？

東京ウィメンズプラザ（配偶者暴力相談支援センター機能を担っています）
配偶者や交際相手からの暴力、夫婦や親子の問題などのさまざまな悩みについて、
相談を受け付けています。必要に応じて、面接相談、弁護士・精神科医師によ
る相談、専門機関の紹介も行います。
【電話相談】 ●一般相談
☎ 03-5467-2455
●男性のための悩み相談 ☎ 03-3400-5313

		

毎日
毎週月・水
毎週土

東京ウィメンズプラザ HP
各種相談案内

9：00～21：00（年末年始を除く）
17：00～20：00（祝日・年末年始を除く）
14：00～17：00（祝日・年末年始を除く）

女性の悩みを相談したい 身の危険を感じる時に保護してほしい

東京都女性相談センター（配偶者暴力相談支援センター機能を担っています）
婦人相談所として設置されており、女性からの様々な相談に応じています。同時に、配偶者等
からの暴力で悩んでいる人のために、緊急の保護や自立支援が必要な女性の相談を受けています。
【電話相談】 ●女性相談センター
●女性相談センター多摩支所
※夜間休日の緊急の場合
【来所相談】 ●23区居住の方
●多摩地区居住の方

☎ 03-5261-3110 月～金 9：00～20：00（祝日・年末年始を除く）
☎ 042-522-4232 月～金 9：00～16：00（祝日・年末年始を除く）
☎ 03-5261-3911
☎ 03-5261-3110 へ予約して来所
☎ 042-522-4232 へ予約して来所

配偶者やパートナーからの暴力について電話に加えてメールやチャットで相談したい

DV 相談＋（プラス）
（内閣府）

４

DV 相談＋ HP

相談編

あなたが配偶者やパートナーから受けている様々な暴力（DV）について、専
門の相談員が一緒に考えます。
つ な ぐ ・ は や く

【電話相談】☎ 0120-279-889 24時間受付 【メール相談】24時間受付 【チャット相談】受付 12：00～22：00

性犯罪・性暴力について相談したい

東京都性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター（NPO 法人 SARC 東京が対応）
性犯罪や性暴力の被害に遭われた方からの相談を24時間365日受け付け、相談
内容に応じて医療機関や警察等に付き添い、必要な支援につなぎます。
【24時間365日受付】☎ 03-5607-0799
または #8891
（はやくワンストップ）
（都内でダイヤルすると同センターにつながります）
※都県境では、隣接する県の支援センターにつながることがあります。

自分ひとりでは不安

警察にも相談したい

警視庁総合相談センター

性暴力救援ダイヤルNaNa
HP

相談内容に応じて相談窓口等をご案内します。

☎ #9110（都内でダイヤルすると警視庁総合相談センターにつながります。）※都県境では、隣接する県の警察につながることがあります。
☎ 03-3501-0110
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人権に関する相談
人権について相談したい

東京都人権プラザ
【一般相談】
●電話、面接、E メール、手紙
月～金 9：30～17：30
☎ 03-6722-0124又は03-6722-0125
（祝日・年末年始を除く）
東京都人権プラザHP
【法律相談】
人権相談のご案内
●面接相談
（要予約）
☎ 03-6722-0124
（予約専用） 火曜 13：00～16：00
（1件当たり40分以内）
（第4火曜・祝日・年末年始を除く）
●電話相談
☎ 03-6722-0126 第4火曜 13：00～16：00
（1件当たり15分以内）
（祝日・年末年始を除く）
【「インターネットにおける人権侵害」に関する法律相談】
●面接相談
（要予約）
☎ 03-6722-0124
（予約専用） 木曜 13：00～16：00
（1件当たり40分以内）
（祝日・年末年始を除く）

より自分らしく生きたい 誰かに相談したい…

~Tokyo LGBT 相談～東京都性自認及び性的指向に関する専門相談

性別に違和感がある、同性が好きかもしれないなど、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、ご本人又はご家族などから
の相談を受け付けています。匿名で相談できます。秘密は厳守します。
【電話相談】☎ 03-3812-3727 火・金 18：00～22：00（祝日・年末年始を除く）
【LINE 相談】月・木 17：00～22：00
（受付は21:30まで）
（祝日・年末年始を除く）
LINEアカウント名「LGBT 相談＠東京」

Tokyo LGBT
相談 HP

友だち追加
QR コードを 読 み 取
り、友だち登録をして、
相談してください。

仕事・職場に関する相談
もう一度仕事をしたいけど相談できるところはないかな？

女性しごと応援テラス／女性しごと応援テラス 多摩ブランチ

４
相談編

出産や子育て等の理由で離職され、再就職を目指している方のた
めの窓口です。本人の希望や状況、適性等を踏まえた就職支援の
様々なサービスを提供しています。キッズスペースを無料で利用
できます。

東京しごとセンター HP

東京しごとセンター多摩 HP

職場での悩みはどこに相談すればいいの？

東京都労働相談情報センター（労働相談）
東京都労働相談情報センターでは、賃金・退職金等の労働条件や労使関係など
労働問題全般にわたり相談に応じています。

TOKYOはたらく

【電話相談
（随時）
】東京都ろうどう110番 ☎ 0570-00-6110
ネットHP 労働相談
●受付時間 月～金 9
 ：00～20：00
（終了時間）
（祝日・年末年始を除く）
土 9：00～17：00
（終了時間）
（祝日・年末年始を除く）
【来所相談（予約制）】●受付時間 月～金 9：00～17：00
（終了時間）夜間・土曜も実施
（祝日・年末年始を除く）
※詳細は HP でご確認ください
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就職活動中に受けたハラスメントについて相談したい

就活チャット相談（LINE による相談）

就職活動時におけるセクハラ、パワハラ等のハラスメント全般に関する相談に
LINE で対応するとともに、必要に応じて国の総合労働相談コーナーにつなげる
など、就活ハラスメントに関するアドバイスを行っています。

友だち追加
QR コードを読み取り、友だち
登録をして、相談してください。

【相談時間】 月～金 11：00～19：00

妊娠や子育てに関する相談
妊娠や出産に関する不安を相談したい

妊娠相談ほっとライン

都内にお住まいの方を対象に、妊娠や出産に関する様々な悩みについて、電話
やメールで相談を受け付けています。
毎日 10：00～22：00
【 電 話 相 談 】☎03-5339-1133
（元日を除く）
【メール相談】詳細は東京都福祉保健局 HP よりご確認ください。

東京都福祉保健局HP
東京都妊娠相談
ほっとライン

妊娠したかも？避妊に失敗したかも・
・
・どうしよう？ 妊娠したかも相談＠東京
「妊娠したかもしれない」時に取るべき行動や、妊娠のために知っておきたい基
礎知識等について、チャットボット形式でわかりやすく解説しています。
【LINE アカウント名】@ninshin_tokyo

友だち追加
QR コードを読み取り、友だち
登録をして、相談してください。

子育ての不安や悩みを相談できるところはないかな？ 子供家庭支援センター
｢子供のこんなところが気になる｣ ｢子育てがうまくいかない｣ など､ 子供や家
庭の様々な相談をお受けしています。

児童相談センター・児童相談所

東京都福祉保健局HP
子供家庭支援センター一覧

子供の健康や成長のことで専門家に相談できるところはないの？

相談編

【受付時間】 月～金 9：00～17：00（左記以外の時間は児童相談所全国共通ダイヤル 189）

４

ソーシャルワーカー、心理職、医師等の専門スタッフが様々な相談に対応します。
子供本人、家族、学校、保育園・幼稚園の先生など、どなたからでもお受けいたします。
東京都福祉保健局HP
児童相談センター・
児童相談所一覧

保健所・保健センター

区市町村の保健所 ･ 保健センター等の母子保健の担
当窓口では､ 保健師､ 栄養士、歯科衛生士などが子
供の健康や成長､ 子育ての相談などにお答えします。
※お住まいの区市町村により相談先や名称が異なりますので､ ご注意ください。

特別区

中核市・政令市

市町村

名前を言わずに子育ての悩みを相談できるところはないの？ よいこに
（4152）電話相談室
18歳未満のお子さんに関するあらゆる相談をお受けします。お名前を名乗る必
要はありませんので、安心してご相談ください。
よいこに電話相談 ☎ 03-3366-4152
聴覚言語障害者用 FAX FAX 03-3366-6036
【相談時間】 月～金 9：00～21：00（祝日・年末年始を除く） 土・日・祝日 9：00～17：00

よいこに（4152）
電話相談室 HP
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親子のかかわりで困っていることを気軽に相談できるといいのにな…

子ゴコロ・親ゴコロ相談 @ 東京（LINE による相談）
都内在住の子供（18歳未満）
、保護者
「親からいつも怒られる」
「育児が大変、疲れた」といった子育てや親子の悩みをご相談ください。
利用対象

【相談時間】 月～金 9：00～23：00
（受付は22：30まで）
（祝日を除く） 土・日・祝日 9：00～17：00

友だち追加
QR コードを 読 み 取
り、友だち登録をして、
相談してください。

ひとり親家庭ならではの不安や悩み、どこに相談したらいいの？

東京都ひとり親家庭支援センターはあと／はあと飯田橋／はあと多摩
ひとり親家庭の総合的な相談窓口です。日々の暮らしや子育て、お仕事、養育費、
離婚のことなど、それぞれの方の事情に合わせた相談や支援を行っています。
ひとり親やひとり親になる前の方を対象にした、セミナーや相談会も行っています。

東 京 都ひとり親
家庭支援センター
はあとHP

若者を対象とした相談
若い世代の悩みはどこに相談すればいいの？

東京都若者総合相談センター「若ナビα」
おおむね18歳以上の若者やそのご家族等
若者やそのご家族等を対象とした総合相談窓口です。どんな悩み
でも大丈夫！まずはご相談ください。
利用対象

東京都若者総合
相談センター HP

友だち追加
QR コードを 読 み 取
り、友だち登録をして、
相談してください。

【 電 話 相 談 】☎ 03-3267-0808
●受付時間 月～土 11：00～20：00
（年末年始を除く）
【メール相談】メール相談は会員登録が必要です。
（24時間受付）
【LINE 相談】●受付時間 月～土 11：00～20：00
（年末年始を除く） LINEアカウント名「相談ほっとLINE ＠東京」
【 面 接 相 談 】	電話やメール、LINE による相談の中で、ご本人やご家族からの申し出や相談員の判断により、面接相
談のご案内をいたします。完全予約制。

介護に関する相談

４

地域包括支援センター及び在宅介護支援センター

相談編

詳細は11ページをご参照ください。

生きるのがつらいと感じた時の相談
こころといのちのほっとライン
生きているのがつらいと感じた時、ひとりで悩まずに相談してください。

東京都福祉保健局
HPこころといのち
のほっとライン

友だち追加
QR コードを 読 み 取
り、友だち登録をして、
相談してください。

【 電 話 相 談 】 毎日 14：00～翌朝5：30 ☎0570-087478
【LINE 相談】 毎日 15：00～22：00
（受付は21：30まで） LINE アカウント名「相談ほっと LINE ＠東京」

ちょっとした悩み相談
女性の悩み相談サイト「 TOKYO メンターカフェ」
ちょっとした悩み事、モヤモヤすることなどをインターネットで気軽に相談が
できる女性のための悩み相談サイトです。仕事、子育て、介護などを経験して
きた都民メンターがあなたの悩みをお聞きします。
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TOKYO メ ン タ ー
カフェ

５ その他
若者が「キャリアデザイン」を知るサイト

WILL キャリッジ

キャラクターを活用した診断ゲームや多様な職業
人のキャリアに関するインタビューなど、「キャ
WILL キャリッジ
リアデザイン」について若者が考えるきっかけと
なる情報を掲載した Web コンテンツです、スマートフォン等で気軽に楽しめます。

結婚や婚活に関する情報を知りたい！

TOKYO ふたり STORY

結婚を希望する方に様々な情報を総合的に提供す
TOKYO ふ た り
るポータルサイトです。自治体・非営利法人等に
STORY
よる婚活イベントの情報や自分なりのライフプラ
ンを描けるツール、自分らしさを大切にする東京の様々な夫婦を紹介するコラムなど、結婚・
婚活について考えるヒントとなる情報を数多く掲載しています。ぜひご活用ください！

自分らしいシニアライフを送りたい！

東京フィフティ・アップ BOOK
主に50代・60代のこれから高齢期を迎える世代の方を対象とし
て、高齢期に向けた仕事や趣味、社会貢献活動などのライフプラ
ンを考えていただくためのヒントや、歳を重ねても安心して暮ら
していくために役立つ情報等を掲載しています。専用 WEBサイトでご覧ください。

東京都福祉保健局 HP 東京
フィフティ・アップ BOOK

性暴力等の被害を受けた女性を支援する取り組みはあるの？

若年被害女性等支援モデル事業

若年被害女性等に対して、公的機関・施設と民間団体とが密接に連携し、アウ
トリーチから居場所の確保、公的機関や施設への「つなぎ」を含めたアプロー
チを行う仕組みを構築するためのモデル事業です。

東京都福祉保健局HP
若年被害女性等
支援モデル事業

５

パンフレット
「配偶者や交際相手からの暴力で悩んでいませんか」

その他

都内で配偶者暴力などの相談を受けてくれるところは？

ご相談ください

東京都の配偶者暴力相談支援センター
⃝東 京 ウ ィ メ ン ズ プ ラ ザ

03-5467-2455
9時～21時（年末年始を除く）

⃝東 京 ウ ィ メ ン ズ プ ラ ザ 0 3 - 3 4 0 0 - 5 3 1 3
（男性のための悩み相談）

⃝東京都女性相談センター

⃝東京都女性相談センター多摩支所

月・水17時～20時（祝休日・年末年始を除く）

03-5261-3110

9時～20時（土・日・祝休日・年末年始を除く）

042-522-4232

配偶者や交際相手からの
暴力で
悩んでいませんか

9時～16時（土・日・祝休日・年末年始を除く）

～一人で悩まず相談を～

「配偶者暴力（DV）・交際相手暴力（デートDV）被害者ネット支援室」
URL

http://www.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp/dv-net/

東京都の配偶者暴力相談支援センターや区市町村の相談窓口
を掲載しています。一人で悩まず、ぜひ、ご活用下さい。
警視庁総合相談センター

03-3501-0110 又は #9110

8時30分～17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）

◆最寄りの警察署の生活安全課でも相談できます。

「一緒に考えましょう。みんながあなたを支えます。」と伝え、

夜間・緊急の場合は

配偶者暴力相談支援センターや警察に相談してみるように勧めてください。

▪警察（事件発生時） 110番

▪東京都女性相談センター（夜間・休日のみ） 03-5261-3911

発行

東京都生活文化局都民生活部男女平等参画課

電話

03-5388-3189

登録番号（29）64

身近で、暴力を受けている人に相談されたり、気づいたら

東京都生活文化局HP
配偶者暴力対策

古紙配合率70％再生紙を使用しています
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パパとママが描くみらい手帳
子供が生まれる前から、ライフ・ワーク・バランスの重要
性を夫婦で共有できる内容となっています。
また、妊娠から育児まで使える制度や助成・給付金情報な
ど、役立つ内容も盛りだくさん♪

東京ウィメンズ
プラザ HP
パパとママが描
くみらい手帳

赤ちゃん から高校生 までの
地域の子育て情報満載 ！

とうきょう子育て応援ブック
東京都及び都内の各区市町村で、子供の年齢や困りごとの
内容に合わせて、様々な子育て支援を行っています。
「とうきょう子育て応援ブック」では、東京の子育てに関
する情報をわかりやすくまとめています。
ぜひご活用ください。

遊び
お金 ・学び・
のこ
と

etc
子
『困 育ての …
った
…』を
サポ
ー

ト！

東京都福祉保健局HP
とうきょう子育て
応援ブック

Web サイト「パパズ・スタイル」
これまで家事・育児に疎遠だった男性でも気軽に取り組むことができるよう、
様々なノウハウやヒントを掲載しています。パパ・ママ・職場や周りの人にも知っ
てほしい「男性の家事・育児に関する正しい情報」はもちろん、パパにとって「役
立つ情報」を発信し、すべての男性の家事・育児参画を応援します！

パパズ・スタイル
HP

男女平等参画に関する問い合わせ

区市町村男女平等施策担当課・男女平等参画センター

５

お住まいの地域のことについては、区市町村の男女平等参画施策担
当課や男女平等参画センターへお問い合わせください。

東京都生活文化局HP
男女担当課一覧

東京都生活文化局HP
センター一覧

その他

だれもが輝くとうきょうガイドブック ～男女平等参画のための施策～
令和3年3月発行
発行：東京都生活文化局都民生活部男女平等参画課
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新宿区西新宿二丁目8番1号

電話 03-5388-3189
登録番号

2
（52）

