
2021/7/20現在

地域 日時 実施内容 連絡先（問い合わせ先） 開催場所

東京都
（区部）

東京都
（多摩）

2021年7月20日（火）
15時00分～17時00分

ウェブ（Zoom）セミナー「弁護士がやさしく解説！
『中小企業の働き方改革』
※相談会の実施はありません。

東京三弁護士会多摩支部

042-548-3800
－

神奈川県

埼玉県
2021年7月20日（火）
14時00分～16時00分

無料法律相談会（電話相談）
※専用電話番号：048-863-9600（当日のみ）

埼玉弁護士会

048-710-5666
－

千葉県
2021年7月20日（火）
13時00分～17時00分

無料法律相談会（面談相談）
※事前予約が必要です。
※御希望によりオンライン等での相談も可能です。

千葉県弁護士会

043-227-8431
千葉県弁護士会館

《水戸》2021年7月20日（火）
13時00分～16時00分

《土浦》2021年7月15日（木）
10時00分～12時00分
13時00分～16時00分
18時00分～20時00分

《下妻》2021年7月26日（月）
13時30分～16時30分

栃木県

群馬県
2021年7月20日（火）
13時00分～16時00分

無料法律相談会（Zoomによるオンライン相談・電
話相談）
※完全予約制。予約電話番号：027-233-2900（中
サポぐんま）。

群馬弁護士会

027-233-4804
－

静岡県
2021年7月20日（火）
13時00分～15時00分

無料法律相談会（電話相談・面談相談）
※面談での相談を希望される場合は，事前予約が
必要です。

静岡県弁護士会

054-252-0008

静岡県弁護士会静岡支部
静岡県弁護士会沼津支部
静岡県弁護士会浜松支部

山梨県
2021年7月20日（火）
13時30分～15時30分

無料法律相談会（面談相談）
※事前予約が必要です。

山梨県弁護士会

055-235-7202
山梨県弁護士会館

長野県
2021年7月20日（火）
13時30分～15時30分

無料法律相談会（電話相談）
長野県弁護士会

026-232-2104
－

2021年7月20日（火）
14：00～16：30

弁護士と考える！コロナ禍における中小企業の問
題解決（会場とZoomオンライン同時開催）
・ミニセミナー「弁護士が教える！コロナ禍における
事業者が知りたい法務知識」
・トークセッション「弁護士と話そう！顧問弁護士を
活用した強い会社づくり」
※参加申込みが必要です。

りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館

2021年7月21日（水）
①13時00分～13時50分
②14時00分～14時50分

無料法律相談会（面談相談・オンライン相談）
※参加申込みが必要です。

面談相談の場合：新潟県弁護士会

2021年7月8日（木）
14時00分～15時45分

講演会「コロナ禍で雇用を維持する賃金等労働条
件の検討と見直し～賃金・手当の変更，テレワーク
導入，就業時間短縮等に伴う法的リスク～」
※定員に達しましたので申込みを締め切りました。

2021年7月8日（木）
16時00分～16時30分

無料法律相談会（面談相談・事前予約要）
※上記講演会の受講者を対象に実施。
※定員に達しましたので申込みを締め切りました。

2021年7月20日（火）
13時30分～15時00分

講演会「民法改正とコロナ社会に対応する契約書
の見直しについて」
※Zoomを併用

2021年7月20日（火）
15時00分～16時00分

無料法律相談会（面談相談）

兵庫県
2021年7月20日（火）
13時00分～15時00分

無料法律相談会
　神戸・姫路（電話相談）
　阪神（面談相談 ※事前予約が必要です。）

兵庫県弁護士会

078-341-7061
兵庫県弁護士会
（神戸本部・阪神支部・姫路支部）

奈良県
2021年7月20日（火）
13時00分～15時00分

無料法律相談会（面談相談）
奈良弁護士会

0742-22-2035
奈良弁護士会

滋賀県
2021年7月20日（火）
14時00分～16時00分

無料法律相談会（電話相談）
※事前予約が必要です（相談実施日に担当弁護
士からお電話いたします）。

滋賀弁護士会

077-522-2013
－

２０２１年度 中小企業に関する全国一斉無料法律相談会

「ひまわりほっと法律相談会－中小企業を弁護士が応援します！－」　開催一覧

日弁連及び各地の弁護士会は，「中小企業の日」の７月２０日を中心に，中小企業に関する全国一斉無料法律相談会及びセミナー等を開催します。

中小企業にまつわる法律問題であれば，どんなことでも弁護士が相談に乗ります。各地の情報を御確認の上，是非御活用ください。

実施しません（ご相談はひまわりほっとダイヤルをご利用ください）

無料法律相談会（電話相談）

実施しません（ご相談はひまわりほっとダイヤルをご利用ください）

大阪弁護士会館2階201～204会議室

京都経済センター
京都弁護士会

075-231-2378

実施しません（ご相談はひまわりほっとダイヤルをご利用ください）

茨城県弁護士会

029-221-3501

新潟県弁護士会

025-222-5533

大阪弁護士会

06-6364-7661

－茨城県

新潟県

大阪府

京都府
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２０２１年度 中小企業に関する全国一斉無料法律相談会

「ひまわりほっと法律相談会－中小企業を弁護士が応援します！－」　開催一覧

日弁連及び各地の弁護士会は，「中小企業の日」の７月２０日を中心に，中小企業に関する全国一斉無料法律相談会及びセミナー等を開催します。

中小企業にまつわる法律問題であれば，どんなことでも弁護士が相談に乗ります。各地の情報を御確認の上，是非御活用ください。

和歌山県
2021年7月20日（火）
13時30分～16時00分

無料法律相談会（面談相談：30分延長なし）
※前日までに事前予約が必要です。

和歌山弁護士会

073-422-4580
和歌山弁護士会館

2021年7月16日（金）
13時30分～15時30分

オンライン法律セミナー「中小企業のための実践的
債権回収」

2021年7月16日（金）
14時00分～16時00分

無料法律・会計相談（オンライン相談）

2021年7月20日（火）
13時30分～15時40分

セミナー（テーマ1．働き方改革～同一労働同一賃
金に関する最高裁判例 / 2．職場のハラスメント防
止策 / 3．債権回収の基礎知識（民法改正・民事
執行法改正を踏まえて） / 4．相続法改正）

2021年7月20日（火）
15時45分～17時45分

無料法律相談会（面談相談）
※セミナー参加者のみ。事前予約が必要です。

岐阜県

2021年7月19日（月）
13時00分～15時00分

オンラインシンポジウム「御社の契約書は大丈
夫！？～民法改正後の契約書実務～」

2021年7月20日（火）
13時00分～15時00分

無料法律相談会（電話相談）

石川県
2021年7月20日（火）

13時00分～17時00分の間の
2時間程度を予定

労務関係・事業承継等に関するオンラインセミナー
※相談会の実施はありません。

金沢弁護士会

076-221-0242
－

富山県
2021年7月26日（月）
13時30分～15時30分

無料法律相談会（面談相談）
※事前予約が必要です。

富山県弁護士会

076-421-4811
富山県弁護士会高岡事務局

0766-22-0765

富山：富山県弁護士会館
高岡：富山県弁護士会高岡事務局

2021年7月16日（金）
13時00分～15時30分

①コロナ・リモート関係，②同一労働同一賃金等労
働分野に関するオンライン講演会

2021年7月16日（金）
15時30分～17時00分

無料法律相談会（オンライン相談）

山口県
2021年7月20日（火）
13時30分～15時30分

無料法律相談会（電話相談：相談担当弁護士から
のコールバック方式）
※事前予約が必要です。

山口県弁護士会周南地区会

0834-31-4029
－

2021年7月20日（火）
13時00分～14時00分

Zoomによるオンラインセミナー「多様な働き方と同
一労働同一賃金の実務」

2021年7月20日（火）
14時00分～16時00分

無料法律相談会（電話相談）
※086-226-2372（1日限りの臨時電話）

鳥取県
2021年7月20日（火）
14時00分～16時00分

無料法律相談会（面談相談）

鳥取地区

0857-22-3912
米子地区

0859-23-5710

鳥取地区：鳥取県弁護士会会館
米子地区：米子商工会議所7階大会議
室

島根県

2021年7月20日（火）
17時00分～19時00分

講演会「この人に聞く コロナ時代に打ち勝つ経営」
※オンライン併用
※参加申込みが必要です（申込受付を終了しま
した）。 

福岡県弁護士会

092-741-6416
エルガーラホール７階中ホール

2021年7月20日（火）
講演会終了後～20時00分

無料法律相談会（面談相談・オンライン相談）
※事前予約が必要です（申込受付を終了しまし
た）。

福岡県弁護士会館

092-741-6416
北九州法律相談センター

093-561-0360
久留米法律相談センター

0942-30-0144
飯塚法律相談センター

0948-28-7555

エルガーラホール７階中ホール，福岡
県弁護士会館，同北九州部会，筑後
部会，筑豊部会各会館

佐賀県

長崎県
（九弁連共催）

2021年7月20日（火）
14時00分～16時00分

シンポジウム（Zoomウェビナー／テーマ：新型コロ
ナウイルス感染症を受けた対応）
※相談会の実施はありません。

長崎県弁護士会

095-824-3903
－

大分県

三重県

愛知県 －
愛知県弁護士会

052-265-5068

福岡県

実施しません（ご相談はひまわりほっとダイヤルをご利用ください）

実施しません（ご相談はひまわりほっとダイヤルをご利用ください）

－

岡山県

広島県
広島弁護士会

082-228-0230

福井県

津商工会議所中小企業相談所
専門相談センター（共催）

059-228-9141
津商工会館5階大会議室

岡山弁護士会

086-223-4401

実施しません（ご相談はひまわりほっとダイヤルをご利用ください）

－

実施しません（ご相談はひまわりほっとダイヤルをご利用ください）

福井弁護士会

0776-23-5255

－
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熊本県

鹿児島県
2021年7月20日（火）
13時00分～15時00分

無料法律相談会（電話相談）
鹿児島県弁護士会

099-226-3765
－

宮崎県

2021年7月20日（火）
14時00分～15時00分

セミナー「コロナ禍・コロナ後の働き方」（弁護士）
セミナー「新型コロナ関連の助成金」（社会保険労
務士）
※オンライン併用

沖縄弁護士会館及びオンライン

2021年7月20日（火）
15時00分～17時00分

弁護士・社会保険労務士による無料相談会
（面談相談・電話相談）

沖縄弁護士会館及び電話

2021年7月28日（水）
15時00分～17時00分

ウェブセミナー「デジタル・ＩＴツールを活用したアフ
ターコロナの事業活動と関連する法律問題」

仙台弁護士会

022-231-1001

7月中はひまわりほっとダイヤルを経由した初回法
律相談無料キャンペーンを実施予定。
※事前予約が必要です。

仙台弁護士会

022-223-2383

福島県
2021年7月20日（火）
13時00分～15時00分

無料法律相談会（電話相談）
福島県弁護士会

024-534-2334
－

山形県
2021年7月20日（火）
13時30分～15時30分

無料法律相談会（電話相談・面談相談）
※鶴岡市役所での相談は面談のみです。

山形県弁護士会

023-622-2234
山形県弁護士会館
鶴岡市役所（面談相談のみ）

岩手県
2021年7月20日（火）
13時00分～15時00分

無料法律相談会（電話相談）
※コールバック式により支部の弁護士も担当しま
す。

岩手弁護士会

019-651-5095
－

秋田県
2021年7月20日（火）
15時00分～17時00分

無料法律相談会（電話相談）
秋田弁護士会

018-862-3770
－

青森県
2021年7月20日（火）
13時00分～15時00分

無料法律相談会（電話相談）
青森県弁護士会

017-777-7285
－

2021年7月20日（火）
13時30分～16時00分

シンポジウム「専門家と一緒にコロナ禍を乗り越え
る！」
※オンライン併用
※参加申込みが必要です（申込受付を終了しまし
た）。

2021年7月20日（火）
16時00分～17時00分

無料法律相談会（面談相談）
※事前予約が必要です（申込受付を終了しまし
た）。

函館

旭川 検討中

釧路
2021年7月20日（火）
13時00分～15時00分

無料法律相談会（面談相談）
※事前予約が必要です。

釧路弁護士会

0154-41-3444

釧路：釧路弁護士会館
十勝：釧路弁護士会帯広会館
北見：市内の担当弁護士事務所

香川県

徳島県
2021年7月20日（火）
13時30分～15時30分

無料法律相談会（電話相談）
※事前予約の必要はありません。
※専用電話番号：088-622-3831 / 088-622-3832
（当日のみ）

徳島弁護士会

088-652-5768
－

高知県
2021年7月20日（火）
13時00分～15時00分

無料法律相談会（面談相談・電話相談）
※事前予約の必要はありません。

高知弁護士会

088-826-7030 （当日のみ）

問い合わせなどは088-872-0324に
お電話ください。

高知弁護士会館

愛媛県
2021年7月20日（火）
13時00分～15時00分

無料法律相談会（電話相談）
愛媛弁護士会

089-941-6279
－

沖縄県
沖縄弁護士会

098-865-3737

宮城県

実施しません（ご相談はひまわりほっとダイヤルをご利用ください）

－

札幌

実施しません（ご相談はひまわりほっとダイヤルをご利用ください）

実施しません（ご相談はひまわりほっとダイヤルをご利用ください）

実施しません（ご相談はひまわりほっとダイヤルをご利用ください）

札幌弁護士会

011-281-2428
札幌弁護士会館５階
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