
 ２０２２年９月暮らしとこころの相談会・実施一覧（予定） 2022/9/7現在

弁護士会 実施日 時間帯 態様
面談相談：相談場所
電話相談：電話番号（開催日のみ使用可）

事前予約
の要否

お問合せ先
（弁護士会等）

札　　幌 9月16日（金） 10：00～17：00 面談
札幌弁護士会館（札幌市中央区北1条
西10丁目）

要 011-281-2428

面談 函館弁護士会（函館市上新川町1-3） 要

電話 0138-41-0232 不要

旭　　川 9月12日（月） 10：00～19：00 電話 0166-51-9527 不要 0166-51-9527

釧　　路

仙　　台
※他団体企画へ

の参加
9月5日（月） 10：00～17：00 面談

仙台市福祉プラザ10階（仙台市青葉区
五橋2-12-2）

要 022-265-2191

福 島 県
9月13日（火）ま
たは15日（木）

13：00～16：00 面談
道の駅よつくら港（いわき市四倉町字五
丁目218-1）

要 024-534-2334

山 形 県 9月14日（水） 10：00～15：00 電話 023-666-3053 不要 023-635-3648

岩　　手 9月14日（水） 10：00～19：00 電話 019-654-8300 不要 019-651-5095

面談 秋田弁護士会館（秋田市山王6-2-7）

電話 ※担当弁護士から相談者に架電し実施

青 森 県
9月9日（金）～
9月15日（木）

9：00～17：00 面談
担当弁護士の事務所で実施
（予約受付期間：9月1日(木)～9月7日
(水)・土日祝除く)

要 017-777-7285

9月30日（金）
10月21日（金）
11月28日（月）
12月23日（金）
1月20日（金）

15：00～19：00 未定 不要

12月19日（月）
1月16日（月）

13：00～19：00
未定
※1月16日（月）は若年層（40歳未満）対
象

不要

神奈川県 9月17日（土） 13：00～17：00 面談
神奈川県弁護士会館（横浜市中区日本
大通9）

要 045-211-7705

埼　　玉 048-863-5255

千 葉 県 9月17日（土） 13：00～16：00 面談 佐原中央公民館（香取市佐原イ211） 不要 043-227-8431

茨 城 県 9月14日（水） 13：00～16：00 面談
茨城県弁護士会館（水戸市大町2-2-
75）

要 029-221-3501

栃 木 県

群　　馬

静 岡 県
※他企画への
弁護士派遣

9月10日（土）・
9月22日（木）

※9月以外も実
施あり

14：30～16：30
面談・そ

の他
※詳細は問合せ先へ 要

054-249-3179
（静岡市役所保健福

祉長寿局）

山 梨 県 9月10日（土） 13：00～16：00 面談 山梨県弁護士会館（甲府市中央1-8-7） 要 055-235-7202

電話

函　　館 9月13日（火） 10：00～16：00 0138-41-0232

10：00～16：00

実施なし

東京
第一東京
第二東京

※同趣旨別企
画の実施

03-3581-2250

東
北

要 018-862-3770秋　　田 9月13日（火）

実施なし

実施なし（定例相談を別途実施・詳細は弁護士会へ）

実施なし

北
海
道

関
東
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弁護士会 実施日 時間帯 態様
面談相談：相談場所
電話相談：電話番号（開催日のみ使用可）

事前予約
の要否

お問合せ先
（弁護士会等）

新 潟 県
9月27日（火）
11月28日（月）
12月22日（木）

14：30～18：30
※受付17：30まで

面談
加茂市役所（加茂市幸町2-3-5）
燕市中央公民館（燕市水道町1-3-28）
三条東公民館（三条市興野1-13-70）

要

0256-36-2363
（三条地域振興
局健康福祉環境

部）

面談
愛知県弁護士会館（名古屋市中区三の
丸1-4-2）

要

電話 052-223-2355 不要

三　　重 9月20日（火） 13：00～17：00 電話 059-228-3143 不要 059-228-2232

岐 阜 県 9月15日（木） 13：00～17：00 電話 058-214-4070 不要 058-214-4070

9月3日（土） 13：00～16：00
奥越健康福祉センター（大野市天神町
1-1)

9月3日（土） 9：00～12：00 二州保健所（敦賀市開町6-5）

9月11日（日） 13：00～16：00 坂井保健所（あわら市春宮2-21-17）

9月18日（日） 9：00 ～12：00
丹南保健所（鯖江庁舎）（鯖江市水落町
1-2-25）

長野県弁護士会館（長野市妻科432）
まいさぽ上田（上田市中央3-5-1）
まいさぽ信州佐久（南佐久郡佐久穂町
大字高野町351佐久穂町高齢者福祉施
設「花の里ふれあい」内）
長野県弁護士会松本在住会館（松本市
丸の内10-18）
まいさぽ大町（大町市大町1129）
まいさぽ諏訪（諏訪郡下諏訪町162-4
砥川住宅A棟101）
まいさぽ上伊那（上伊那郡南箕輪村
4808-2　赤松荘内）
まいさぽ飯田（飯田市東栄町3108-1）

面談13：00～17：00 要
9月12日（月）

～
9月16日（金）

要
0776-20-0634
（福井県健康福祉部

障がい福祉課）

026-232-2104

10：00～18：00

長 野 県

中
部

愛 知 県

福    井
※他企画への
弁護士派遣

面談

9月16日（金） 052-203-4410
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弁護士会 実施日 時間帯 態様
面談相談：相談場所
電話相談：電話番号（開催日のみ使用可）

事前予約
の要否

お問合せ先
（弁護士会等）

9月9日（金） 9：00～11：30
羽咋すこやかセンター（羽咋市鶴多町亀
田17）※事前予約：0767-22-1115

9月15日（木） 13：30～15：00
石川県能登中部保健福祉センター（七
尾市本府中町ソ部27-9）※事前予約：
076-221-0242（金沢弁護士会）

9月16日（金） 13：30～16：00
輪島市ふれあい健康センター（輪島市
河井町2部287-1）※事前予約：0768-
23-1136

9月12日（月） 13：30～16：30
宇ノ気保健福祉センター（ほのぼの健康
館）（かほく市宇野気ニ71-2）※事前予
約：076-283-7120

9月15日（木） 13：30～15：30
金沢市元町福祉健康センター（金沢市
元町1-12-12）※事前予約：076-221-
0242（金沢弁護士会）

9月15日（木） 13：00～16：00
野々市市役所（野々市市三納1-1）※事
前予約：076-227-6063

9月16日（金） 13：30～16：00
白山市役所 （白山市倉光2-1）※事前予
約：076-274-2155

9月12日（月） 13：00～16：00
かが交流プラザさくら（加賀市大聖寺八
間道65）※事前予約：0761-72-7865（加
賀市役所健康課）

9月15日（木） 13：00～15：00
小松市役所 （小松市小馬出町91）※事
前予約：0761-24-8161

9月15日（木） 14：00～16：00
能美市健康福祉センター「サンテ」 （能
美市寺井町ぬ48）※事前予約：076-
221-0242（金沢弁護士会）

富 山 県
※他企画への
弁護士派遣

9月12日（月） 13：30～15：30
面談・そ

の他
富山市保健所（富山市蜷川459-1） 要

076-428-1152
（富山市保健所

保健予防課
※予約時は「弁護士
相談」とお伝えくださ

い）

大　　阪 9月12日（月） 10：00～18：00 電話 0120-029-833 不要 06-6364-1227

京　　都
※常設窓口

9月5日（月）
9月12日（月）
9月26日（月）
※毎週月曜

16：00～18：00 電話 075-231-2500 不要 075-231-2378

兵 庫 県 9月10日（土） 13：00～20：00 電話 078-341-9600 不要 078-341-8227

面談 奈良弁護士会館（奈良市中筋町22-1）

要
※空きが
あれば当
日受付可

電話 0742-23-0787 不要

面談 滋賀弁護士会（大津市梅林1-3-3） 要

電話 0120-556-191 不要

面談 和歌山弁護士会館（和歌山市四番丁5） 要

電話 073-421-6055 不要

奈　　良

073-422-4580

077-522-3238

近
畿

13：00～16：00

滋　　賀 9月16日（金）

金　　沢

9月16日（金） 13：00～16：00和 歌 山

9月16日（金） 0742-22-2035

10：00～16：00

面談

要　※
空きが
があれ
ば当日
対応可

076-221-0242
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弁護士会 実施日 時間帯 態様
面談相談：相談場所
電話相談：電話番号（開催日のみ使用可）

事前予約
の要否

お問合せ先
（弁護士会等）

広　　島 9月6日（火）
10：00～16：00

※受付15：30まで
電話 090-4890-1579 不要 090-4890-1579

山 口 県

9月24日（土）
岡山市北区南方2-13-1　きらめきプラザ
７階　703会議室

9月17日（土）
津山市総合福祉会館（津山市山北520
　３階中会議室）

鳥 取 県

島 根 県 9月10日（土）
10：00～12：00
13：00～16：00

面談
松江市、出雲市、浜田市、益田市、隠岐
の島町で実施予定

要 0852-21-3450

面談 香川県弁護士会（高松市丸の内2-22） 要

電話 087-802-5228 不要

徳　　島 9月13日（火） 10：00～18：00 電話 088-678-2373 不要 088-652-5768

高　　知 9月14日（水） 13：00～16：00 電話 088-826-7030 不要 088-872-0324

愛　　媛 9月14日（水） 10：00～15：00 電話 089-934-8878 不要 089-941-6279

福 岡 県
※同趣旨別企
画への参加

9月30日（金） 10：00～16：00 092-741-6416

佐 賀 県 9月16日（金）
10：00～12：00
13：00～15：00

面談
佐賀県弁護士会館（佐賀市中の小路7-
19）

要 0952-24-3411

10：00～16：00
長崎県弁護士会（長崎市栄町1-25　長
崎ＭＳビル4階）※予約電話：095-824-
3903

要

13：00～16：00
長崎県弁護士会佐世保支部（佐世保市
島瀬町4-12 シティヒルズカズバ2階）※
予約電話：0956-22-9404）

要

10：00～16：00 電話 0120-145-051 不要

面談
大分県弁護士会（大分市中島西1-3-
14）

要

電話 097-536-2227 不要

熊 本 県 9月16日（金）
13：30～20：30

※受付19：30まで
面談

ウェルパルくまもと3階（熊本市中央区大
江5-1-1）

要 096-362-8100

9月6日（火）～
9月9日（金）

18：30～20：30

9月10日（土） 14：30～16：30

宮 崎 県 9月11日（日） 10：00～16：00 面談
イオンモール宮崎 イオンホール（宮崎市
新別府町江口862-1）

不要 0985-44-2660

沖　　縄

※詳細は弁護士会までお問合せください

大 分 県 9月15日（木） 13：00～18：00 097-536-1458

不要
099-803-6929
（鹿児島市保健部保

健支援課）

実施なし

10：00～16：00
（受付終了：

15：30）
岡　　山 面談

不要
※予約
優先

086-223-4401

実施予定あり・詳細検討中

面談

四
国

香 川 県 9月12日（月） 10：00～13：00 087-822-3693

実施なし

鹿児島県
※他企画への
弁護士派遣

鹿児島市勤労者交流センター（よかセン
ター）（鹿児島市中央町10 キャンセビル
7階）

中
国

長 崎 県
面談

095-824-39039月12日（月）


