
【函館弁護士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

面談 多重債務無料相談会 担当２名体制 12/7(火)17：00～19：00 

12/12(日)13：00～16：00 
函館弁護士会会館 
  0138-41-0232 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 函館弁護士会 
 担当者    ： 中島 
 電話番号   ： 0138-41-0232 
 
 



【旭川弁護士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

面談 法律相談センターの相談担当者が面談相

談として実施する。 
12 月 6 日(月) 14：00~16：00 
12 月 7 日(火) 17：30~19：30 
12 月 8 日(水) 14：00~16：00 
12 月 9 日(木) 17：30~19：30 
12 月 10 日(金)  14：00~16：00 

開催場所 
旭川弁護士会館 
 
連絡先 
0166-51-9527 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 旭川弁護士会 
 担当者    ： 板垣 
 電話番号   ： 0166-51-9527 
 
 



 

 

【秋田弁護士会】 キャンペーン期間中の相談会等の予定 

・キャンペーン期間中の相談会開催予定 

対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 

一般消費者 面談 多重債務相談 10 月 29 日 

10:00～16:00 

秋田県生活センター 

秋田市中通 2丁目 3番 8号 

【お問い合わせ先】 

 担当部署   ： 秋田県生活環境部県民生活課 

 担当者    ： 秋田県生活環境部県民生活課消費生活班 

 電話番号   ： 018-836-7806 / 予約番号 

 

対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 

一般消費者 面談 多重債務相談 10 月 21 日、11 月 17 日  

17:00～19:10 

11 月 21 日 

9:00～11:10 

秋田市役所本庁舎 4階 4-B 会議室 

秋田市山王 1-1-1 

【お問い合わせ先】 

 担当部署   ： 秋田市市民生活部市民相談センター 

 担当者    ： 秋田市市民生活部市民相談センター消費生活担 

 電話番号   ： 018-888-5648 / 予約番号 

 

対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 

一般消費者 面談 多重債務相談 12 月 7日 

10:00～16:00 

秋田財務事務所 

秋田市山王 7-1-4 秋田第二合同庁舎 

【お問い合わせ先】 

 担当部署   ： 秋田財務事務所理財課 

 担当者    ： 秋田財務事務所理財課 

 電話番号   ： 018-862-4196 / 予約番号 

 



 

 

【福島県弁護士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

面談 
または 
電話 

個人向け 12 月 8 日（水）13:00～16:00 
12 月 14 日（火）10:00～12:00 
12 月 17 日（金）10:0～15:00 
（12:00～13:00 除く） 
12 月 24 日（金）10:00～12:00 
 

伊達市役所内会議室 024-574-2233 
いわき市消費生活センター 0246-22-0999 
白河市役所 地下 1 階会議室 0248-22-1133 
 
会津若松市役所 栄町第二庁舎 1 階 第 3 会議室 
0242-39-1228 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 福島県生活環境部 消費生活課  
 担当者    ： 西崎達也 
 電話番号   ：024-521-7737 
 



 

 

【神奈川県弁護士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

 専門家（弁護士）による法律相談課 未定 未定 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 神奈川県弁護士会 
 担当者    ： 法律相談課（岡本） 
 電話番号   ：045-211-7701 
 
 



【茨城県弁護士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 

事業者 

面談 弁護士又は司法書士が相談を受ける ① 10 月 25 日（月） 

13:00～16:30 

 

② 10 月 26 日（火） 

16:00～19:30 

 

③ 10 月 27 日（水） 

16:00～19:30 

 

④ 10 月 28 日（木） 

13:00～16:30 

 

① 古河市役所古河庁舎 

（古河市長谷町 38 番 18 号） 

 

② 県南生涯学習センター 

（土浦市大和町９番１号 ウララビル５階） 

 

③ 茨城県水戸合同庁舎 

（水戸市柵町 1-3-1） 

 

④ 日立シビックセンター 

（日立市幸町 1-21-1） 

 

※ いずれも予約制であり、事前に、茨城県県民生活環境

部 生活文化課（029-301-2829）へ電話して予約が必要。 

【お問い合わせ先】 

 担当部署   ： 茨城県弁護士会 

担当者    ：  荒木田 

 電話番号   ：  029-222-7072 

 



【千葉県弁護士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者  借金及びヤミ金に関する無料相談会 別表のとおり 別表のとおり 
【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：  
 担当者    ： 弁護士 石川 賢悟 
 電話番号   ：０４３－２２２－８７１０（弁護士法人山本総合法律事務所） 
 
（別表） 

 開催市町 開催日 会場 
１ 山武市 １０月１６日（土） 名称：山武市役所 

住所：山武市殿台２９６番地 
２ 富里市 １０月２２日（金） 名称：富里市役所分庁舎 

住所：富里市七栄６５２－１ 
３ 館山市 

鋸南町 
１０月２３日（土） 名称：館山市役所４号館 

住所：館山市北条４０２番地 
４ 浦安市 １０月２８日（木） 名称：浦安市庁舎 

住所：浦安市猫実１－１－１ 
５ 香取市 １０月３０日（土） 名称：佐原中央公民館 

住所：香取市佐原イ２１１ 
６ 佐倉市 １１月６日（土） 名称：ミレニアムセンター佐倉 

住所：佐倉市宮前３－４－１ 
７ 銚子市 １２月８日（水） 名称：銚子市役所 

住所：銚子市若宮町１番地の１ 



８ 匝瑳市 １２月１２日（日） 名称：八日市場公民館 

住所：匝瑳市八日市場イ２４０２ 

９ 旭市 １２月１９日（日） 名称：旭市青年の家 

住所：旭市二の５１２７番地 

 
※開催時間は，全て１０時から１６時（受付は１５時まで）。 



【埼玉弁護士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 面談 

（対面） 
多重債務者相談強化キャンペーン 2021 年 11 月 1 日～11 月 22 日 埼玉県内の有志の市町村､司法書士会､弁護士会 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：  
 担当者    ： 弁護士 竹内 和正 
 電話番号   ：048-862-0355 
 
 



【新潟県弁護士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

 専門家（弁護士・司法書士）による法律相談 11/27（土） 
10:00～12:00 

長岡市消費生活センター 
住所：長岡市大手通 2-2-6 
問合せ先：0258-32-0022 
※予約制 
各相談会場で予約を取っています。事前に上記問合せ先まで

お電話でご予約ください。 
一般消費者 
事業者 
 

 専門家（弁護士・司法書士）による法律相談 11/27（土） 
13:00～16:00 

長岡市消費生活センター 
住所：長岡市大手通 2-2-6 
問合せ先：025-792-8181 
※予約制 
各相談会場で予約を取っています。事前に上記問合せ先まで

お電話でご予約ください。 
一般消費者 
事業者 
 

 専門家（弁護士・司法書士）による法律相談 11/23（火・祝） 
10:00～12:00 
13:00～16:00 

小出ボランティアセンター 
住所：魚沼市小出島 1240-2 
問合せ先：0254-43-6111 
※予約制 
各相談会場で予約を取っています。事前に上記問合せ先まで

お電話でご予約ください。 
一般消費者 
事業者 
 

 専門家（弁護士・司法書士）による法律相談 12/5（日） 
13:00～16:00 

柏崎市消費生活センター 
住所：柏崎市中央町 5-50 
問合せ先：0257-23-5355 
※予約制 
各相談会場で予約を取っています。事前に上記問合せ先まで

お電話でご予約ください。 



【金沢弁護士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

面 談

又 は

電話 

専門家（弁護士、司法書士等）による  

無料法律相談会 
11 月 15 日（月） 
13：30～16：30 

日本司法支援センター 
石川地方事務所（法テラス石川） 
住所：金沢市丸の内 7-36 金沢弁護士会館内 
 
※予約制 
（土日を除き開催日の 2 日前までに事前予約が必要） 
 
予約先：法テラス石川 
電話番号：050-3383-5477 
 
 

一般消費者 
事業者 

面 談

又 は

電話 

同上 11 月 16 日（火） 
 9：30～12：30 

奥能登行政センター4 階 43 会議室 
住所：輪島市三井町洲衛 10-11-1 
 
※予約制 
（土日を除き開催日の 2 日前までに事前予約が必要） 
 
予約先：奥能登広域消費生活センター 
電話番号：0768-26-2307 
 
 
 



一般消費者 
事業者 

面 談

又 は

電話 

同上 11 月 17 日（水） 
13：30～16：30 

中能登町社会福祉センター 
住所：鹿島郡中能登町末坂 9-43 
 
※予約制 
（土日を除き開催日の 2 日前までに事前予約が必要） 
 
予約先：中能登町企画課内 消費者相談窓口 
電話番号：0767-74-2806 
 

一般消費者 
事業者 

面 談

又 は

電話 

同上 11 月 18 日（木） 
 9：30～12：30 

津幡町消費生活センター 
住所：河北郡津幡町字加賀爪ニ 3 津幡町役場内 
 
※予約制 
（土日を除き開催日の 2 日前までに事前予約が必要） 
 
予約先：津幡町消費生活センター 
電話番号：076-288-2104 
 

一般消費者 
事業者 

面 談

又 は

電話 

同上 11 月 19 日（金） 
13：30～16：30 

志賀町役場本庁舎 
住所：羽咋郡志賀町末吉千古 1-1 
 
※予約制 
（土日を除き開催日の 2 日前までに事前予約が必要） 
 
予約先：志賀町商工観光課内 消費者行政相談窓口 
電話番号：0767-32-9341 
 



一般消費者 
事業者 

面 談

又 は

電話 

同上 11 月 21 日（日） 
 9：30～12：30 
13：30～16：30 

金沢市近江町消費生活センター 
住所：金沢市青草町 88 近江町いちば館 5 階 
 
※予約制 
（土日を除き開催日の 2 日前までに事前予約が必要） 
 
予約先：金沢市近江町消費生活センター 
電話番号：076-232-0070 
 

一般消費者 
事業者 

面 談

又 は

電話 

同上 11 月 24 日（水） 
9：30～12：30 

能美市役所根上サービスセンター 1 階会議室 
住所：能美市中町子 86 番地 
 
※予約制 
（土日を除き開催日の 2 日前までに事前予約が必要） 
 
予約先：能美市消費生活センター 
電話番号：0761-58-2248 
 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 金沢弁護士会 事務局 
 電話番号   ： 076-221-0242 
 
 
 
 
 



一般消費者 
事業者 
 

 専門家（弁護士・司法書士）による法律相談 11/27（土） 
13:00～16:00 

五泉市福祉会館（五泉市社会福祉協議会） 
住所：五泉市太田 1092-1 
問合せ先：0250-41-1200 
※予約制 
各相談会場で予約を取っています。事前に上記問合せ先まで

お電話でご予約ください。 
一般消費者 
事業者 
 

 専門家（弁護士・司法書士）による法律相談 12/1（水） 
18:00～21:00 

加茂市役所 
住所：加茂市幸町 2-3-5 
問合せ先：0256-52-0080 
※予約制 
各相談会場で予約を取っています。事前に上記問合せ先まで

お電話でご予約ください。 
一般消費者 
事業者 
 

 専門家（弁護士・司法書士）による法律相談 12/19（日） 
10:00～12:00 

新潟市消費生活センター 
住所：新潟市中央区西堀前通 6 番町 894-1 
問合せ先：025-285-4196 
※予約制 
各相談会場で予約を取っています。事前に上記問合せ先まで

お電話でご予約ください。 
【お問い合わせ先】 
 各相談会場へお問い合わせください。 
 
 
 
 



 

 

【山梨県弁護士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

面談 
(予約制) 

多重債務に関する無料相談会 令和３年１０月２０日（水） 
18:00～20:00 
令和３年１１月１７日（水） 
18:00～20:00 

山梨県県民生活センター 
甲府市飯田１－１－２０ JA 会館５F 
０５５－２３５－８４５５ 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 山梨県県民生活センター 
 担当者    ： 山梨県県民生活部 県民安全協働課 消費安全担当 古屋 
 電話番号   ：０５５－２３５－８４５５ 
 



【福井弁護士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 面談 専門家（弁護士）による法律相談 

１１月１３日（土） 

13：00～15：00 

福井県消費生活センター 

（福井市手寄 1 丁目 4－1 ＡＯＳＳＡ7 階） 

※予約制（事前に電話でご予約ください。） 
 予約先：福井県消費生活センター 
 ＴＥＬ：０７７６－２２－１１０２ 

一般消費者 面談 専門家（弁護士）による法律相談 

１１月１５日（月） 

14：00～16：00 

福井市消費者センター 

（福井市田原 1 丁目 13－6 フェニックス・プラザ 1階）

※予約制（事前に電話でご予約ください。） 

 予約先：福井市消費者センター 
 ＴＥＬ：０７７６－２０－５０７０ 

一般消費者 面談 専門家（弁護士）による法律相談 

１１月２６日（金） 

17:00～19:00 

小浜市消費生活相談室 

（小浜市大手町 6番 3 号 小浜市役所 4階） 

※予約制（事前に電話でご予約ください。） 
 予約先：小浜市消費生活相談室 
 ＴＥＬ：０７７０－５３－１１４０ 

一般消費者 面談 専門家（弁護士）による法律相談 

１１月２８日（日） 

10：00～12：00 

福井県嶺南消費生活センター 

（小浜市小浜白鬚１１２ 白鬚業務棟３階） 

※予約制（事前に電話でご予約ください。） 
 予約先：福井県嶺南消費生活センター 
 ＴＥＬ：０７７０－５２－７８３０ 

一般消費者 面談 専門家（弁護士）による法律相談 

１２月３日（金） 

10：00～12：00 

敦賀市役所 ４階 ４０１会議室 

（敦賀市中央町２丁目１番１号） 

※予約制（事前に電話でご予約ください。） 
 予約先：敦賀市消費生活センター 
 ＴＥＬ：０７７０－２２－８１１５ 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：福井県安全環境部県民安全課 消費・生活グループ 
 担当者    ：武村 
 電話番号   ：0776-20-0287 
 
 



【静岡県弁護士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先（「静岡県」は省略） 
一般消費者 
事業者 

面談 
相談 

ふじのくに多重債務者相談推進月間多重

債務相談（複数の市町にて開催）へ相談員

を派遣いたします。 

①12 月 1 日 10:00-12:00 
②12 月 1 日 13:00-15:00 
③12 月 14 日 13:30-15:30 
④12 月 15 日 13:30-16:30 
⑤12 月 17 日 13:00-17:00 
⑥12 月 24 日 13:30-15:30 

①伊豆市役所生きいきプラザ（伊豆市小立野 66-1） 
②小山町役場（駿東郡小山町藤曲 57-2） 
③森町町民生活センター（周智郡森町森 2101-1） 
④菊川市役所（菊川市堀之内 61） 
⑤御殿場市役所（御殿場市萩原 483） 
⑥プラザおおるり（島田市中央町 5-1） 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 静岡県弁護士会消費者問題委員会 委員長 弁護士山本洋祐 
 担当者    ： 同上 
 電話番号   ： ０５５－９３２－００８５（ひびき法律事務所） 
 



 

 

【長野県弁護士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

相 談

会 
令和３年度多重債務者無料相談会 令和 3 年 10 月 26 日 

午前 10 時～午後 5 時 
県内４か所(北信、東信、中信、南信)の消費生活センター 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 長野県 県民文化くらし安全・消費生活課相談啓発係    長野県弁護士会消費者問題対策委員会 
 担当者    ： 斉藤 一也                       消費者委員長 元島亮典 
 電話番号   ：026-235-7286                       0265-48-6545 
 
 



【岐阜県弁護士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

電話 岐阜県弁護士会のホームページから受け

付け、電話による無料法律相談を行う。 
令和３年 ８月 １日 

～１０月３１日 
法律相談を担当する弁護士の事務所 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：岐阜県弁護士会 消費者問題救済センター 
 担当者    ：岐阜県弁護士会 事務局 河合 
 電話番号   ：０５８－２６５－００２０ 
 
 



三重県弁護士会





 

 

【京都弁護士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

面 談

相談 
弁護士による法律相談 2021 年 9 月~12 月 

平日午前 9 時 30 分～11
時 30 分、午後 1 時 15
分～3 時 45 分 

京都弁護士会 
京都市中京区富小路通丸太町下ル 
予約受付番号：075-231-2378 

相談料 初回無料（2 回目以降 有料 5,500 円） 
【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 相談・窓口課 
 担当者    ： 河原・辰巳 
 電話番号   ： 075-231-2378 
 
 



【奈良弁護士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

電話 別紙の通り 別紙の通り 別紙の通り 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 事務局 
 担当者    ： 小笠原 
 電話番号   ：０７４２－２２－２０３５ 
 
 







 
 

 
     

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
   
  
  

 
 
 



【兵庫県弁護士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

無 料

面 談

相談 

弁護士による法律相談 平日月～金曜日 
13:00～16:00 

兵庫県弁護士会総合法律センター神戸相談所 
住所：神戸市中央区橘通１－４－３ 
電話番号：078-341-1717 
※予約制（前日までにお電話でご予約ください。） 
予約受付時間：平日月～金曜日  
       9:30～12:00，13:00～16:00 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：兵庫県弁護士会総合法律センター神戸相談所 
 電話番号   ：078-341-1717 
 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

無 料

面 談

相談 

弁護士による法律相談 毎週金曜日 
13:00～16:00 

兵庫県弁護士会総合法律センター阪神相談所 
住所：尼崎市七松町 1-2-1 
   フェスタ立花北館 5 階 501c 号 
電話番号：06-4869-7613 
※予約制（事前にお電話でご予約ください。） 
予約受付時間：平日月～金曜日 
       9:30～12:00，13:00～16:00 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：兵庫県弁護士会総合法律センター阪神相談所 
 電話番号   ：06-4869-7613 
 



対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

無 料

面 談

相談 

弁護士による法律相談 毎週月・水・木曜日 
15:00～17:00 

兵庫県弁護士会総合法律センター西播磨相談所 
住所：姫路市北条 1-408-6 
電話番号：079-286-8222 
※予約制（事前にお電話でご予約ください。） 
予約受付時間：平日月～金曜日 
       9:30～12:00，13:00～16:00 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：兵庫県弁護士会総合法律センター西播磨相談所 
 電話番号   ：079-286-8222 
 
 
・その他の取組み 
 県内全域での業種・団体横断型の施策については，兵庫県消費生活課において検討されています。 
 兵庫県においては，以前は県消費生活課の主催により県内各所で本キャンペーンのための特別相談会が開催されていましたが，２０１９年

度からは，特別相談会は開催せず，キャンペーン期間に併せて県内関係団体，業種が期間中に実施する相談窓口の周知を強化し，啓発活動に

注力する形での取り組みを行っている状況です。 
 
 



【和歌山弁護士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

面談 多重債務者向けの無料面接相談 2021 年 12 月 10 日 
17：00～20：00 

和歌山県消費生活センター 
（和歌山市手平 2－1－2 県民交流プラザ・和歌山ビッグ

愛 8 階） 
073-433-1551 

一般消費者 
事業者 

面談 多重債務者向けの無料面接相談 2021 年 12 月 12 日 
13：00～16：00 

和歌山県 伊都振興局（橋本市市脇 4-5-8） 
0736-34-1700(代) 

一般消費者 
事業者 

面談 多重債務者向けの無料面接相談 2021 年 12 月 12 日 
13：00～16：00 

和歌山県 日高振興局（和歌山県御坊市湯川町財部 651） 
0738-22-3111 

一般消費者 
事業者 

面談 多重債務者向けの無料面接相談 2021 年 12 月 12 日 
13：00～16：00 

和歌山県 東牟婁振興局（新宮市緑ヶ丘 2-4-8） 
0735-22-8551 

一般消費者 
事業者 

面談 多重債務者向けの無料面接相談 2021 年 12 月 12 日 
13：00～16：00 

和歌山県消費生活センター 
（和歌山市手平 2－1－2 県民交流プラザ・和歌山ビッグ

愛 8 階） 
073-433-1551 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 和歌山弁護士会 事務局 
 担当者    ： 松原 
 電話番号   ： 073-422-4580 
 





【鳥取県弁護士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

面談 令和３年度 
「鳥取県多重債務相談強化キャンペーン休日無料相談会」 
 
弁護士及び司法書士（現時点で予定）による面談相談会を、

県内３箇所（東部・中部・西部）で開催。事前予約制。 
事務局：鳥取県生活環境部くらしの安心局消費生活センター 

【東部】 
令和３年１２月１８日（土）県民ふれあい会館 

【中部】 
令和３年１２月１９日（日）倉吉交流プラザ 

【西部】 
令和３年１２月１２日（日）米子コンベンションセンター 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 鳥取県弁護士会 
 担当者    ： 消費者問題対策委員長 高橋真一 
 電話番号   ：０８５７－２２－３９１２ 
 



【愛媛弁護士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

 愛媛県、愛媛弁護士会及び愛媛県司法書士

会合同で、債務整理等の無料相談会を実施

する。 

令和3年 12月 13日（月） 

13 時 30 分～16 時 30 分 
愛媛県消費生活センター 

住所：愛媛県松山市山越町 450 番地 

電話番号：089-926-2603 

※予約制 
（予約受付は 11 月 1日（月）から開始） 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 愛媛弁護士会 
 担当者    ：  
 電話番号   ： 089-941-6279 
 
 





 

 

【福岡県弁護士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

 福岡県、県弁護士会及び県司法書士会が

連携して、多重債務者が抱える問題の解

決、救済を図ることを目的とした無料相

談ウィークを実施する。 

２０２１年１１月８日

（月）～１２日（金） 
※予定 
 

県内の弁護士会及び司法書士会の相談センター ※予定 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 福岡県弁護士会 
 担当者    ： 森 
 電話番号   ： ０９２－７４１－６４１６ 
 
 



 

 

【長崎県弁護士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

電話 
相談 

豪雨災害及び借金問題等，何でも無料電

話相談会 
9/13（月）～9/15（水） 
10 時～13 時 

電話相談（事務所待機・コールバック方式） 
095-824-3903 

一般消費者 
事業者 

電話 
相談 

コロナウィルス禍及び借金問題等，何で

も無料電話相談会 
10/25（月）～10/27（水） 
10 時～13 時 

電話相談（事務所待機・コールバック方式） 
095-824-3903 

一般消費者 
事業者 

電話 
相談 

借金問題等，何でも無料電話相談会 11/15（月）～11/17（水） 
10 時～13 時 

電話相談（事務所待機・コールバック方式） 
095-824-3903 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：長崎県弁護士会消費者問題委員会 
 担当者    ：尾﨑 優 
 電話番号   ：０９５－８２４－３９０３ 
 
 



【熊本県弁護士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

電話 
相談 

「コロナ多重債務 110 番」 
無料で電話相談を受け付けます。 

令和 3 年 10 月 6 日 
10：00-16：00 

熊本県弁護士会 096-312-3451(当日のみの臨時回線) 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：熊本県弁護士会 
 担当者    ： 
 電話番号   ：096-325-0913 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

電話 
相談 

「多重債務 110 番」 
無料で電話相談を受け付けます。 

令和 3 年 12 月 22 日 
10：00-16：00 

熊本県弁護士会 096-312-3451(当日のみの臨時回線) 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：熊本県弁護士会 
 担当者    ： 
 電話番号   ：096-325-0913 
 



【大分県】 多重債務者相談強化キャンペーン期間中の相談会 
 

対象者 
方

式 
 

概要 
 

日時 
 

開催場所・連絡先 
一般 
消費者 
 
事業者 

面

談 
専門家（弁護士又は司法書

士、財務事務所相談員）によ

る相談 
＊予約制 

10 月 28 日(木) 
13:00～15:00 

開催場所：中津市役所 市民安全課 
（別に会議室あり） 

住所：中津市豊田町 14 番地 3 
電話：0979-22-1111（内線 621） 

 

 
対象者 

方

式 
 

概要 
 
  日時 

 
    開催場所・連絡先 

一般 
消費者 
 
事業者 

面

談 
 
 

専門家（弁護士又は司法書

士、財務事務所相談員）によ

る相談 
＊予約制 

11 月 11 日(木) 
13:00～15:00 
 

開催場所：日田市役所 商工労政課 
（別に会議室あり） 

住所：日田市田島 2-6-1 
電話：0973-22-8239 

 

 
対象者 

方

式 
 
     概要 

 
  日時 

 
    開催場所・連絡先 

一般 
消費者 
 
事業者 

面

談 
専門家（弁護士又は司法書

士、財務事務所相談員）によ

る相談 
＊予約制 

11 月 25 日(木) 
13:00～15:00 
 

開催場所：佐伯市役所 市民課 
（別に会議室あり） 

住所：佐伯市中村南町 1-1 
電話：0972-22-3399 

 

 
対象者 

方

式 
 
     概要 

 
  日時 

 
    開催場所・連絡先 

一般 
消費者 
 
事業者 

面

談 
専門家（弁護士又は司法書

士、財務事務所相談員）によ

る相談 
＊予約制 

12 月 7 日(火) 
13:00～15:00 
 

開催場所：宇佐市役所 商工振興課 
（別に会議室あり） 

住所：宇佐市上田 1030 
電話：0978-27-8166 

【お問い合わせ先】財務省九州財務局大分財務事務所 

【担当部署】多重債務相談窓口 

【担当者】相談員 政丸 

【電話番号】０９７－５３２－７１８８ 

 



【鹿児島県弁護士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
両方 面談 「借金・債務整理に関する 

無料法律相談会」 
 

１０月５日（火） 

午後１時～午後４時 
 
１１月１０日（水） 
午後６時から午後９時 

かごしま県民交流センター 
住所：鹿児島市山下町１４－５０ 
電話番号：０９９－２２１－６６００ 
かごしま県民交流センター 
住所：鹿児島市山下町１４－５０ 
電話番号：０９９－２２１－６６００ 

１１月２５日（木） 
午後１時から午後４時 
 
 
１２月１０日（金） 
午後１時から午後４時 

鹿児島県大島支庁会議室 
住所：奄美市名瀬永田町１７－３ 
電話番号：０９９７－５７－７２１２ 
 
かごしま県民交流センター 
住所：鹿児島市山下町１４－５０ 
電話番号：０９９－２２１－６６００ 

【お問い合わせ先】 
 鹿児島県 男女共同参画局 消費者行政推進室  
  ０９９－２８６－２５３３ 
※面談相談は、原則、事前予約制ですが、当日会場での受付も可能とします。 
 


