
※2023年3月1日時点
弁護士会名 共催・後援 実施日時　※すべて2023年 行事名 会場 問い合わせ連絡先

東京

第一東京

第二東京 後援 3月20日（月）　9時～15時
中野区役所無料法律相談会

※新型コロナウイルス感染症対応のための相談も受付
中野区役所

第二東京弁護士会
法律相談課

（03-3581-2250）

神奈川県 共催
① 2月  6日（月）　13時30分～16時30分
② 3月11日（土）　13時～17時

① 「相模原市・座間市街かど相談会」
　　（座間市民・相模原市民を対象とした法律相談会）

② 「街かど相談会」
　　（法律相談を希望する市民を対象とした法律相談会）
※①②とも新型コロナウイルス感染症対応のための相談も受
付

① おださがプラザ（小田急相模原駅文化交
流プラザ）多目的ホール

② JR武蔵溝ノ口駅前 南北自由通路

① 神奈川県弁護士会
　　相模原支部
　　（042-751-0958）

② 神奈川県弁護士会
 　　川崎支部
　　（044-223-1149）

埼玉 共催

① 3月10日（金）　13時～16時
　　　　　　　　　　　　（受付15時30分まで）

② 3月11日（土）　10時～17時

街かど法律相談会

① 川口リリア1階「催し広場」
　（埼玉県川口市川口3-1-1）

② イオンレイクタウンmori2階 花の広場北
側ブリッジ MARY QUANT 前スペース
（越谷市レイクタウン3丁目1−1）

① 埼玉弁護士会
     法律相談センター
     （048-710-5666）

② 埼玉弁護士会
     越谷支部
     （048-962-1188）

千葉県

茨城県

栃木県

群馬

静岡県 後援 3月4日（土）　時間未定
街かど相談会

※新型コロナウイルス感染症対応のための相談も受付
未定

静岡県弁護士会
（054-252-0008）

山梨県 共催 3月4日（土）　11時～16時 街かど無料法律相談会
イオンモール甲府昭和店

（山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1505-1）
山梨県弁護士会
（055-235-7202）

長野県

新潟県

大阪 共催 3月4日（土）　13時～16時 大阪府下一斉無料法律相談会
大阪弁護士会館

各相談センターおよび大阪府下自治体

大阪弁護士会
総合法律相談センター

（06-6364-1248）

京都 共催 3月4日（土）　10時～17時 街かど無料法律相談会 inコトチカ京都
地下鉄京都駅「コトチカ広場」

イベントスペース
京都弁護士会

（075-231-2378）

兵庫県

奈良 共催 3月8日（水）　13時30分～16時30分
ひまわり法律相談プロジェクト「街かど相談会」

※1人30分の無料面談相談
※新型コロナウイルス感染症対応のための相談も受付

奈良県立図書情報館
（奈良市大安寺西1丁目1000番地）

奈良弁護士会
（0742-22-2035）

滋賀

和歌山 共催 3月1日（水）　13時30分～16時30分 街かど法律相談
和歌山城ホール

（和歌山県和歌山市七番丁25-1）
和歌山弁護士会
（073-422-4580）

愛知県 後援 3月4日（土）　11時～15時
法律相談会

※新型コロナウイルス感染症対応のための相談も受付
名古屋駅前JRゲートタワー

イベントスペース
愛知県弁護士会

(052-203-1651(代表))

三重 共催 3月4日（土）　10時～16時 法律相談会
イオンモール鈴鹿 専門店街1階

 ライトオン横
（三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2）

三重弁護士会
（059-228-2232）

岐阜県 共催 3月4日（土）　10時～12時 街かど相談会（無料法律相談会・予約制・面談）
岐阜県弁護士会館

（岐阜県岐阜市端詰町22番地）
岐阜県弁護士会
(058-265-0020）

福井 共催 3月4日（土）　時間未定 未定 未定
福井弁護士会

（0776-23-5255）

金沢 共催 3月4日（土）　10時～18時
弁護士による無料法律相談会（対面またはZoom相談）
※新型コロナウイルス感染症対応のための相談も受付

金沢弁護士会
（石川県金沢市丸の内7番36号）

※新型コロナウイルス感染症防止対策とし
てZoom相談も実施

金沢弁護士会
（076-221-0242）

富山県 共催 3月4日（土）　13時30分～16時30分
無料法律相談会「街かど無料相談会（予定）」（面談・予約制）

※新型コロナウイルス感染症対応のための相談も受付

①　富山県弁護士会館
　　　（富山市長柄町3-4-1）

②　富山県弁護士会高岡事務局
　　　（高岡市中川本町16-6 古城ビル1階）

①　富山会場
　　　（076-421-4811）
　
②　高岡会場
　　　（076-622-0765）

広島 共催 3月4日（土）　10時～16時 まちかど相談会2022
ゆめタウン広島

（広島県広島市南区皆実町2丁目8-17）

広島県弁護士会
紙屋町法律相談センター

（082-225-1600）

山口県 共催 3月4日（土）　13時～15時 法律相談会「街かど相談会」

①【山口会場】山口県弁護士会館
　　（山口市黄金町2-15）

②【下関会場】シーモール4階 第2会議室
（下関市竹崎町4-4-8）

①　山口会場
　　　（083-922-0087）

②　下関会場
　　　（083-232-0406）

実施なし

実施なし

実施なし

実施なし

  ２０２２年度「ひまわり法律相談プロジェクト」開催予定一覧

実施なし

実施なし

実施なし

実施なし

実施なし



弁護士会名 共催・後援 実施日時　※すべて2023年 行事名 会場 問い合わせ連絡先

岡山 後援
2月27日（月）～3月3日（金）

13時～17時
「あなたの街で会いましょう！弁護士無料相談会」

各市町村の公民館等
※県内１４箇所を予定

（各自治体で利用可能な会場を検討中のた
め未定）

岡山弁護士会
（086-223-4401）

鳥取県 後援 3月6日（月）　15時～17時
無料法律相談会

※面談での相談会またはオンラインでの相談会を実施予定

①　鳥取県弁護士会
　　　（鳥取市東町2丁目221番地）

②　鳥取県弁護士会　米子事務所
　　　（米子市加茂町2丁目72-2）

鳥取県弁護士会
（0857-22-3912）

島根県 共催
3月4日（土）

10時～12時10分
13時～16時30分

「ひまわり法律相談プロジェクト・街かど相談会 in しまね」
※無料法律相談会 1枠40分 1会場8枠

※新型コロナウイルス感染症対応のための相談も受付

【松江会場】いきいきプラザ島根402研修室
【出雲会場】イオンモール出雲
【隠岐会場】隠岐島文化会館 住民相談室

島根県弁護士会事務局
（0852-21-3450）

福岡県 共催
3月4日（土）　10時～18時
（受付は17時30分まで）

弁護士によるららぽーと福岡無料法律相談会
※相談料無料・事前予約不要（先着順）

※新型コロナウイルス感染症対応のための相談も受付

三井ショッピングパーク ららぽーと福岡
（1階南エスカレーター前）

福岡県弁護士会
天神弁護士センター

（092-741-3208）

佐賀県 共催 3月4日（土）　13時～15時 西九州新幹線開通記念街かど無料相談会 武雄温泉駅南口駅前広場
佐賀県弁護士会
（0952-24-3411）

長崎県

大分県 共催 3月18日（土）　10時～16時（予定）
まちなか無料相談会

※新型コロナウイルス感染症対応のための相談も受付
トキハインダストリーあけのアクロスタウン

センターコート
大分県弁護士会
（097-536-1458）

熊本県 共催 3月4日（土）　10時～16時 法律相談会
SAKURA MACHI Kumamoto

（熊本県熊本市中央区桜町3番10号）

熊本県弁護士会
法律相談センター
 （096-325-0009）

鹿児島県

宮崎県

沖縄 共催 2月25日（土）　13時～16時
街かど無料法律相談会

※新型コロナウイルス感染症対応のための相談も受付
サンエー那覇メインプレイス

3階エレベーターホール
沖縄弁護士会

（098-865-3737）

仙台 共催 3月4日（土）　時間未定 未定 未定
仙台弁護士会

（022-223-2383）

福島県 共催 3月4日（土）　10時～終了時間未定 無料法律相談会
ショッピングモール フェスタ

 2階フェスタホール
（福島県郡山市日和田町小原1番地）

【未定】
福島県弁護士会
（024-534-2334）

山形県 後援 3月3日（金）　10時～15時
ひまわり法律相談プロジェクト推進無料電話法律相談

※電話相談のみ
山形県弁護士会館

（山形市七日町2－7-10 NANABEANS 8階）
山形県弁護士会
（023-622-2234）

岩手

秋田 共催 3月1日（水）　10時～15時 法律相談会
秋田弁護士会

（秋田県秋田市山王6丁目2−7）
秋田弁護士会

（018-862-3770）

青森県

札幌 後援 3月6日（月）　10時～16時
ひまわり法律相談プロジェクト

サンピアザ街かどクイック法律相談会

サンピアザ 光の広場
（札幌市厚別区厚別中央2条5丁目7番2号

サンピアザ1階）

札幌弁護士会
法律相談センター
（011-251-7730）

函館

旭川 共催 3月4日（土）　10時～16時
電話相談会

※新型コロナウイルス感染症対応のための相談も受付
 ＜電話相談＞旭川弁護士会

（旭川市花咲町4丁目）
旭川弁護士会

（0166-51-9527）

釧路 後援 3月4日（土）　13時～16時
ひまわり法律相談プロジェクト

釧路弁護士会「街かど法律相談会」（無料面談相談）
※新型コロナウイルス感染症対応のための相談も受付

イオン釧路昭和店（予定）
釧路弁護士会

法律相談センター
（0154-41-3444）

香川県

徳島 共催 3月4日（土）　時間未定 街かど法律相談会（仮称） 未定
徳島弁護士会

（088-652-5768）

高知 共催 3月4日（土）　時間未定
法律相談会

※新型コロナウイルス感染症対応のための相談も受付
未定

高知弁護士会
（088-872-0324）

愛媛

実施なし

実施なし

実施なし

実施なし

実施なし

実施なし


