２０１５年３月暮らしとこころの総合相談・実施予定一覧

弁護士会

北
海
道

札

幌

2015/3/5現在

実施日

時間帯

相談態様

面談相談：相談場所
電話相談：電話番号

お問合せ先
（弁護士会電話番号）

2015年3月11日（水）

10：00～18：00

電話相談

０１２０－２７２－００４（相談日のみ）

０１１－２７２－１９００

【函館弁護士会館】
〒040-0031 北海道函館市上新川町1-3
函

館

2015年3月11日（水）

10：00～16：00

面談・電話両方

０１３８－４１－０２３２
０１３８－４１－０２３２

旭

川

2015年3月12日（木）

10：00～19：00

電話相談

０１６６－５１－９５２７

０１６６－５１－９５２７

【釧路弁護士会館】
〒085-0824 北海道釧路市柏木町4番3号
釧

路

2015年3月11日（水）

10：00～16：00
（要予約）

【予約電話番号】
０１５４－４１－３４４４

面談相談
【釧路弁護士会 帯広会館】
〒080-0808 北海道帯広市東八条南9丁目1番地

東
北

2015年3月1日（日）

10：00～16：00

面談相談

【法テラス南三陸】
〒986-0700 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田56番地
（ベイサイドアリーナ横）

【予約電話番号】
０５０３３８３－０２１０

2015年3月14日（土）
2015年3月22日（日）

10：00～16：00

面談相談

【法テラス東松島】
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字大溜1-1
（市コミュニティセンター西側）

【予約電話番号】
０５０３３８３－０００９

2015年3月15日（日）

10：00～16：00

面談相談

【法テラス三元】
〒989-2203 宮城県亘理郡山元町浅生原字日向13番1

【予約電話番号】
０５０３３８３－０２１３

福島県

2015年3月9日（月）

13：00～17：00

面談相談

【福島県弁護士会館】
〒960-8115 福島県福島市山下町4-24

０２４－５３４－２３３４

山形県

2015年3月9日（月）

10：00～15：00

面談・電話両方

仙台

【山形県弁護士会】
〒990-0042 山形県山形市七日町2-7-10 NANA BEANS 8階
０２３－６３５－３６４８
０２３－６６６－３０５３（相談日のみ）

岩

手

2015年3月12日（木）

10：00～19：00

電話相談

秋

田

2015年3月11日（水）

10：00～16：00

面談相談

０１９－６２５－０５６６（相談日のみ）
【秋田弁護士会館】
〒010-0951 秋田県秋田市山王6-2-7

０１９－６５１－５０９５

０１８－８６２－３７７０

青森県

関
東

東京三会
・東京
・第一東京
・第二東京
※同趣旨別企画で
実施

横

浜

埼

玉

2015年1月28日（水）
2015年2月17日（火）

13：00～19：00

電話相談

「こころといのちの法律相談」
【東京・千葉・神奈川・埼玉・茨城 発信限定：通話料無料】
０１２０－５５６－２８９（相談日のみ）
【全国：通話料有料】
０３－３５９７－７７６１（相談日のみ）

【東京弁護士会 人権課】
０３－３５８１－２２０５

※必要に応じて面談相談につなぐことになります。

2015年3月14日（土）

13：00～17：00

面談相談

【横浜弁護士会館】
〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通9番地

０４５－２１１－７７０５

2015年3月10日（火）

13：00～16：00

面談相談

【茨城県弁護士会館】
〒310-0062 茨城県水戸市大町2-2-75

０２９－２２１－３５０１

2015年3月5日（木）

13：00～15：00

【県東健康福祉センター】 定員（予約優先）：4名 ※1名あたり30分
〒321-4305 栃木県真岡市荒町2-15-10

０２８－５８２－３３２１

2015年3月11日（水）

13：00～15：00

【今市健康福祉センター】 定員（予約優先）：4名 ※1名あたり30分
〒321-1263 栃木県日光市瀬川51-8

０２８－８２１－１０６６

2015年3月12日（木）

10：00～12：00

【精神保健福祉センター】 定員（予約優先）：4名 ※1名あたり30分
〒329-1104 栃木県宇都宮市下岡本町2145-13

０２８－６７３－８７８５

千葉県
茨城県

栃木県
※同趣旨別企画で
実施

群

馬

面談相談
2015年3月12日（木）

13：00～15：00

【栃木健康福祉センター】 定員（予約優先）：4名 ※1名あたり30分
〒328-8504 栃木県栃木市神田町6-6 栃木県庁下都賀庁舎 2階

０２８－２２２－７６９７

2015年3月12日（木）

13：00～15：00

【鳥山健康福祉センター】 定員（予約優先）：4名 ※1名あたり30分
〒321-0621 栃木県那須烏山市中央1-6-92 栃木県南那須庁舎 1階

０２８－７８２－２２３１

2015年3月13日（金）

13：00～15：00

【安足健康福祉センター】 定員（予約優先）：4名 ※1名あたり30分
〒326-0032 栃木県足利市真砂町1-1

2015年3月18日（水）

10：00～12：00

面談相談

【利根沼田保健福祉事務所】
〒378-0031 群馬県沼田市薄根町4412 合同庁舎内

０２８－４４１－１０８８
【群馬県障害政策課精神保
健室】
０２７－２２６－２６４０

２０１５年３月暮らしとこころの総合相談・実施予定一覧

弁護士会

関
東
静岡県
※同趣旨
別企画で実施

山梨県

実施日

時間帯

2015年3月6日（金）

18：30～20：00

2015年3月3日（火）

18：30～20：00

2015年2月27日（金）

18：30～20：00

2015年3月14日（土）

13：30～16：30

相談態様

面談相談：相談場所
電話相談：電話番号

2015/3/5現在

お問合せ先
（弁護士会電話番号）

【パルシェ】（静岡市）
〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町49番地 パルシェ７階 会議室
面談相談

【クリエート浜松】（浜松市）
〒430-0916 静岡県浜松市中区早馬町2番地の1

【法テラス静岡】
０５０－３３８３－５４００

【東部地域イノベーションセンター】（沼津市）
〒410-0801 静岡県沼津市大手町1-1-3 沼津商連ビル５階
面談相談

【山梨県弁護士会館】〒400-0032 山梨県甲府市中央1丁目8番7号

０５５－２３５－７２０２

【長野県弁護士会館】〒380-0872 長野県長野市妻科432番地
【松本在住会館】〒390-0873 長野県松本市丸の内10番18号
【まいさぽ上田】
〒386-0012 長野県上田市中央3-5-1 上田市ふれあい福祉センター 1Ｆ
長野県

2015年3月10日（火）
～13日（金）

13：00～17：00

面談相談

【まいさぽ大町】
〒398-0002 長野県大町市大町1129 大町市総合福祉センター 2Ｆ

０２６－２３２－２１０４

【まいさぽ伊那】
〒396-0023 長野県伊那市山寺298-1 伊那市福祉まちづくりセンター 2Ｆ
【まいさぽ飯田】
〒395-0051 長野県飯田市高羽町6-1-3 コクサイビル 1Ｆ

新潟県

中
部

2015年1月31日（土）

10：00～16：00

面談相談

【クリエート村上】〒958-0837 新潟県村上市三之町1-6

2015年2月26日（木）

10：00～14：00

面談相談

◎新発田市主催
【新発田市保健センター】
〒957-0054 新潟県新発田市本町4-16-38

2015年3月19日（木）
～21日（土）

10：00～17：00

面談相談

◎新潟市主催
【万代シティレンタルルーム】
〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代1-6-1

2015年3月12日（木）

10：00～18：00

面談・電話両方

【新発田市健康推進課】
０２５４－２２－３１０１
【新潟市こころの健康セン
ター】
０２５－２３２－５５８０

【愛知県弁護士会館】〒460－0001 愛知県名古屋市中区三の丸1-4-2
愛知県

０５２－２０３－４４１０
０５２－２２３－２３５５（相談日のみ）

三

重

2015年3月11日（水）

10：00～16：00

電話相談

０５９－２２８－３１４３（相談日のみ）

０５９－２２８－２２３２

岐阜県

2015年3月11日（水）

13：00～17：00

電話相談

０５８－２６５－２８５０（相談日のみ）

０５８－２６５－００２０

2015年3月7日（土）

2015年3月1日（日）

2015年3月1日（日）

福

井

2015年3月8日（日）

2015年3月21日（土）

【開催時間】
13：30～16：30
【相談受付時間】
13：30～16：30
【開催時間】
13：00～17：00
【相談受付時間】
13：00～16：30
【開催時間】
13：00～17：00
【相談受付時間】
13：00～17：00
【開催時間】
13：00～17：00
【相談受付時間】
13：00～16：45
【開催時間】
13：00～16：00
【相談受付時間】
13：00～16：00

2015年3月1日（日）

【開催時間】
8：30～15：00
【相談受付時間】
8：30～12：30
13：00～15：00
（自死遺族相談のみ）

2015年3月5日（木）

14:00～16:00

面談相談

面談相談

◎福井健康福祉センター主催
【福井健康福祉センター】〒918-8004 福井県福井市西木田2丁目8-8

【予約電話番号】
０７７６－３６－３４２９

◎坂井健康福祉センター主催
【いきいきプラザ霞の郷】〒910-0224 福井県坂井市丸岡町八ケ郷21-7-1

【予約電話番号】
０７７６－７３－０６０９

◎奥越健康福祉センター主催
【奥越健康福祉センター】〒912-0084 福井県大野市天神町1-1

【予約電話番号】
０７７９－６６－２０７６

◎丹南健康福祉センター主催
【越前市福祉健康センター】〒915-0071 福井県越前市府中1丁目11-2 アル・プラ
ザ武生4階

【予約電話番号】
０７７８－５１－００３４

◎二州健康福祉センター主催
【二州健康福祉センター】〒914-0057 福井県敦賀市開町6-5

【予約電話番号】
０７７０－２２－３７４７

◎若狭健康福祉センター主催
【若狭健康福祉センター】〒917-0073 福井県小浜市四谷町3-10

【予約電話番号】
０７７０－５２－１３００

【ハローワーク津幡】〒929-0326 石川県河北郡津幡町清水ア66-4

2015年3月6日（金）

14:00～16:00

面談相談

【ハローワーク白山】〒924-0871 石川県白山市西新町235

2015年3月13日（金）

15：00～17：00

面談相談

【金沢市駅西福祉健康センター】〒920-0024 石川県金沢市西念3丁目4-25

2015年2月28日（土）

14：00～17：00

面談相談

【石川県こころの健康センター】〒920-8201 石川県金沢市鞍月東3丁目

2015年3月13日（金）

10:00～18:00

電話相談

０１２０－５５６－０５４（相談日のみ）

2015年3月8日（日）

13：00～17：00

【京都市北文化会館】
〒603-8142 京都府京都市北区小山北上総町49番地の2（キタオオジタウン内）

2015年3月14日（土）

10：00～16：00

【野田川わーくぱる】（与謝野町）〒629-2312 京都府与謝郡与謝野町字四辻161番
地

2015年3月15日（日）

10：00～16：00

2015年3月15日（日）

16：00～19：30

【ゆめりあうじ】（宇治市）〒611-0021 京都府宇治市宇治里尻5-9

2015年3月24日（火）

14：00～19：00

【ハートピア京都】
〒604-0874 京都府京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町375番地

兵庫県

2015年3月8日（日）

13：00～21：00

電話相談

奈

2015年3月17日（火）

13：30～17：30

面談相談

金

近
畿

【新潟県弁護士会事務局】
０２５－２２２－５５３３

大

沢

阪

京 都
※同趣旨
別企画で実施

良

０７６－２２１－０２４２

面談相談

【ガレリアかめおか】（亀岡市）〒621-0806 京都府亀岡市余部町宝久保1-1

０７８－３４１－９６００（相談日のみ）
【奈良弁護士会館】〒630-8237 奈良県奈良市中筋町22-1

０７５－６６１－３７５５

０７５－４１４－４６２８

０７５－６６１－３７５５
０７８－３４１－７０６１
０７４２－２２－２０３５

【滋賀弁護士会館】〒520-0051 滋賀県大津市梅林一丁目3番3号
滋

賀

2015年3月11日（水）

12：00～18：00

面談・電話両方

０７７－５２２－２０１３
０７７－５２７－１９６０（相談日のみ）
【和歌山弁護士会館】〒640-8144 和歌山県和歌山市四番丁5番地

和歌山

2015年3月9日（月）

13：00～16：00

面談・電話両方

０７３－４２２－４５８０
０７３－４２１－６０５５（相談日のみ）

２０１５年３月暮らしとこころの総合相談・実施予定一覧

弁護士会

中
国

広

島

実施日

時間帯

相談態様

2015年3月17日（火）
～18日（水）

10：00～17：00

面談・電話両方

面談相談：相談場所
電話相談：電話番号

2015/3/5現在

お問合せ先
（弁護士会電話番号）

【広島駅南口地下広場（JR広島駅前エールエール地下広場）】
〒732-0822 広島県広島市南区松原町9番地1号
０９０－４８９０－１５７９
０９０－４８９０－１５７９

山

2015年3月17日（火）

9：30～17：00

面談相談

【ゆうあいセンター】
〒700-0807 岡山県岡山市北区南方2-13-1
岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館2階 大会議室

０８６－２２３－４４０１

山口県

2015年3月8日（日）

10：00～16：00

面談相談

【山口県総合保健会館】
〒753-0814 山口県山口市吉敷下東3丁目1-1

０８３－９２２－００８７

岡

2015年3月3日（火）
鳥取県
※同趣旨
別企画で実施

13：30～15：30

面談相談

【ハローワーク倉吉】
〒682-0816 鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15
倉吉地方合同庁舎 １Ｆ
【ハローワーク鳥取】
〒680-0845 鳥取県鳥取市富安2丁目89

2015年3月11日（水）

０８５７－２２－３９１２
※相談会予約先をご案内し
ます。

【ハローワーク米子】
〒683-0043 鳥取県米子市末広町31 イオン米子駅前店4階

島根県

2015年3月28日（土）

10：00～12：00
13：00～16：00

面談相談

【佐藤 力法律事務所】（松江市） 担当：佐藤 力弁護士
〒690-0006 島根県松江市伊勢宮町519-1 松江大同生命ビル3階

０８５２－６７－１００７

【錦織法律事務所】（出雲市） 担当：射場 かよ子弁護士
〒693-0001 島根県出雲市今市町869-7 信和ビル2階

０８５３－２１－０３００

【法テラス浜田法律事務所】（浜田市） 担当：新 知子弁護士
〒697-0022 島根県浜田市浅井町1580 第二龍河ビル6階
【益田ひまわり基金法律事務所】（益田市） 担当：真鍋 俊枝弁護士
〒698-0003 島根県益田市乙吉町イ96-5 ビジネスコート乙吉3階
【法テラス西郷法律事務所】（隠岐郡） 担当：堀 友紀子弁護士
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24-9 NTT隠岐ビル1階

四
国

０５０－３３８３－００２６

０８５６－３１－１５６５

０５０－３３８３－５３２６

【香川県弁護士会館】
〒760-0033 香川県高松市丸の内2-22
香川県

2015年3月9日（月）

10：00～13：00

０８７－８２２－３６９３

面談・電話両方
０８７－８２１－２５７７（相談日のみ）

徳 島
※同趣旨
別企画で実施

九
州

2015年3月3日（火）
2015年3月10日（火）

14:00～16:00

面談相談

高

知

2015年3月11日（水）

10：00～15：00

面談相談

愛

媛

2015年3月13日（金）

10：00～15：00

電話相談

福岡県
※同趣旨
別企画で実施

2015年3月1日（日）

10：00～16：00

面談・電話両方

佐賀県

2015年3月17日（火）

長崎県

2015年3月9日（月）

【高知市生活支援相談センター内 相談室】
〒780-0870 高知県高知市本町4丁目2-40 ニッセイ高知ビル3階
０８９－９１５－３２４４（相談日のみ）

０８８－８７２－０３２４

０８９－９４１－６２７９

【あいれふ】
〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2-5-1 7階第2・3研修室
０９２－７３７－８８２５
０９２－７３７－１２７５（相談日のみ）
10：00～12：00
13：00～15：00

面談相談

【佐賀県弁護士会館】
〒840-0833 佐賀県佐賀市中の小路7-19

０９５２－２４－３４１１

【長崎県弁護士会】
〒850-0875 長崎県長崎市栄町１番25号長崎ＭＳビル4階
10：00～16：00

面談・電話両方

０９５－８２４－３９０３
未定（相談日のみ） ※独自にフリーダイヤル取得予定
【大分県弁護士会館】
〒870-0047 大分県大分市中島西一丁目3番14号

大分県

2015年3月19日（木）

14：00～19：00

面談・電話両方

０９７－５３６－１４５８
０９７－５３６－２２２７（相談日のみ）

熊本県

鹿児島県

2015年3月13日（金）

13：30～20：30

2015年3月11日（水）

10：00～12：00
13：00～15：00

面談相談

【ウェルパルくまもと】
〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江5-1-1

０９６－３２５－０９１３

【鹿児島県弁護士会館】
〒892-0815 鹿児島県鹿児島市易居町2番3号
面談・電話両方

０９９－２２６－３７６５
０９９－２２３－３３４４（相談日のみ）

宮崎県

沖

2015年3月7日（土）
2015年3月8日（日）

10：00～16：00

面談相談

【宮崎県図書館２階研修ホール】
〒880-0031 宮崎県宮崎市船塚3丁目210-1

縄

富山県

実施なし

０９８５－２２－２４６６

