
【函館司法書士会】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 函館司法書士総合相談センター 
多重債務者相談強化キャンペーン 

令和 3 年 11 月 9 日（火） 
午前 10 時～午前 12 時 
午後 1 時～午後 4 時 

函館司法書士会 函館市千歳町 21‐13 
電話相談（予約制） 
（０１３８）２７－２３４５ 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 函館司法書士会 
 担当者    ： 中西、佐々木 
 電話番号   ： （０１３８）２７－２３４５ 
 
・その他の取組み（通常は面談相談・電話相談を開催、コロナウイルス感染症拡大の影響で当面は電話相談のみとさせていただきます） 
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 函館司法書士総合相談センター 毎週火曜日 
午前 10 時～午前 12 時 
午後 1 時～午後 4 時 

函館司法書士会 函館市千歳町 21‐13 
電話相談（予約制）  
（０１３８）２７－２３４５ 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：函館司法書士会 
 担当者    ：中西、佐々木 
 電話番号   ： （０１３８）２７－２３４５ 
 
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 函館相続登記相談センター 毎週火曜日 
午前 10 時～午前 12 時 
午後 1 時～午後 4 時 

函館司法書士会 函館市千歳町 21‐13 
電話相談（予約制）  
（０１３８）２７－２３４５ 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：函館司法書士会 
 担当者    ：中西、佐々木 
 電話番号   ： （０１３８）２７－２３４５ 
 



【旭川司法書士会】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 司法書士による無料相談（予約制） 毎週火曜、木曜 
午後１７時～１８時 
午後１８時～１９時 

旭川司法書士会館 
住所 旭川市花咲町４丁目 
電話番号 ０１６６－５１－７８３７ 
※受付時間は、平日１０時～１６時（予約制） 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 司法書士総合相談センター・あさひかわ 
 担当者    ： 丹羽 ひとみ 
 電話番号   ：０１６６－７３－３３２５ 
 
 



 

 

【札幌司法書士会】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 
 

電話 司法書士による法律相談 
共催：北海道、北海道財務局 

11 月 8 日（月）～ 
11 月 14 日（日） 
12：00～16：00（予定） 

札幌司法書士会 
相談時電話番号：011-522-6078 
※ 予約不要 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 札幌司法書士会 社会問題対策委員会 
 担当者    ： 沼澤哲也 
 電話番号   ： 011-596-7657 
 
 
・その他の取組み 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
事業者 

 詳細未定   

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 
 担当者    ： 
 電話番号   ： 
 



【山形県司法書士会】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 司法書士無料相談所 毎月第三木曜日 
 ９月１６日 
１０月２１日 
１１月１８日 
１２月１６日 

予約受付電話番号：０２３-６４２-３４３４ 
受付時間：平日１０：００～１６：００ 

毎月１日から相談日の３日前まで 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 山形県司法書士会総合相談センター 
 担当者    ： センター長 熊谷 昇 
 電話番号   ：０２３-６４２-３４３４ 
 
 



 
 

 
     

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

https://fk-shiho.com/consultation/ 

 
 

 
 

 
 
 

 
     

 
 

    

 
 
 
 

 

福島県司法書士会

https://fk-shiho.com/consultation/


【茨城司法書士会】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 茨城県主催の「多重債務者向け無料法律相

談会」 
※予約制（事前に以下の予約先までお電話

でご予約ください。） 
 予約先：茨城県生活環境部生活文化課生

活グループ 
 電話番号：029－301－2829 

10 月 25 日（月） 
午後 1 時～4 時 30 分 

古河市役所 
 住所：古河市長谷町 38 番 18 号 

一般消費者 
事業者 

面談 茨城県主催の「多重債務者向け無料法律相

談会」 
※予約制（事前に以下の予約先までお電話

でご予約ください。） 
 予約先：茨城県生活環境部生活文化課生

活グループ 
 電話番号：029－301－2829 

10 月 26 日（火） 
午後 4 時～7 時 30 分 

県南生涯学習センター 
 住所：土浦市大和町 9 番 1 号 ウララビル 5 階 

一般消費者 
事業者 

面談 茨城県主催の「多重債務者向け無料法律相

談会」 
※予約制（事前に以下の予約先までお電話

でご予約ください。） 
 予約先：茨城県生活環境部生活文化課生

活グループ 
 電話番号：029－301－2829 
 

10 月 27 日（水） 
午後 4 時～7 時 30 分 

茨城県水戸合同庁舎 
 住所：水戸市柵町 1－3－1 



一般消費者 
事業者 

面談 茨城県主催の「多重債務者向け無料法律相

談会」 
※予約制（事前に以下の予約先までお電話

でご予約ください。） 
 予約先：茨城県生活環境部生活文化課生

活グループ 
 電話番号：029－301－2829 

10 月 28 日（木） 
午後 1 時～4 時 30 分 

日立シビックセンター 
 住所：日立市幸町 1－21－1 
 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 茨城県生活環境部生活文化課  

〒310-8555 
茨城県水戸市笠原町 978 番 6 

 担当者    ：  生活担当 山形 
電話番号   ： TEL: 029-301-2829 

FAX: 029-301-2848 
E-mail: seibun3@pref.ibaraki.lg.jp 

 
 
・その他の取組み 
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 
 

予約制による面談相談 
 
 
 
 
 
 
 

毎週火曜日午後 4 時か

ら 6 時（LALA ガーデ

ンは午後3時30分から

5 時 30 分まで、古河会

場は第 1・第 3 火曜日

午後 6 時 15 分から 8
時 15 分まで） 
 

水戸会場：茨城司法書士会館 
つくば会場：つくばライフサポートセンターみどりの 
      ＬＡＬＡガーデンつくば 
古河会場：古河中央公民館 
 
予約電話番号：029－224－5155・029－225－0111 
新型コロナウィルス感染予防のため、当面の間、受付

中止中 

mailto:seibun3@pref.ibaraki.lg.jp


 
直接司法書士が電話相談に応対 

 
毎週火曜日午後 4 時か

ら 6 時 

 
相談電話番号：029－212－4500・029－212－4515・ 
        029－306－6004 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 茨城司法書士会事務局 
 担当者    ： 
 電話番号   ： 029－225－0111 
 



【埼玉司法書士会】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、司法書士による無料面接相談 別紙のとおり 
 

別紙のとおり 
※予約制 
予約専用電話：（048-645-2132） 
（受付期間 11/1～11/22 まで。 
 10：00～16：00）※土日祝日は除く 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 埼玉県消費生活課 
 担当者    ： 石井 
 電話番号   ： 048-830-2935 
 
 
 
・常設の相談窓口案内 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 電話 司法書士によるクレジット・サラ金相談 月曜日 

午後１時～４時 
埼玉司法書士会 

 住  所：さいたま市浦和区高砂 3 丁目 16 番 58 号 
 電話番号：048-838-1889（相談専用） 

一般消費者 面談 司法書士によるクレジット・サラ金相談 毎月第１・３火曜日 
午後１時～４時 
 

浦和総合相談センター 

 住  所：さいたま市浦和区高砂 3丁目 16 番 58 号 

      埼玉司法書士会館 108 号室 

電話番号：予約要（TEL:048-838-7472) 

※予約受付は平日 10：00～16：00 



一般消費者 面談 司法書士によるクレジット・サラ金相談 毎月第２・４木曜日 
毎月第４土曜日 
午後１時３０分～

４時２５分 

県北総合相談センター（会場：熊谷市立商工会館 会議室） 
住  所：熊谷市宮町 2丁目 39 番地 

電話番号：予約要（TEL:048-838-7472） 
      ※予約受付は平日 10：00～16：00 

一般消費者 面談 司法書士によるクレジット・サラ金相談 毎月第１・３・５土

曜日 
午前１０時～午後

１時 
 

越谷総合相談センター 

 住  所：越谷市越ケ谷 2 丁目 8番 24 号 

      森田ビル 202 号室 

 電話番号：予約要（TEL:048-838-7472) 

      ※予約受付は平日 10：00～16：00 
一般消費者 面談 司法書士によるクレジット・サラ金相談 木曜日 

午後１時３０分～

４時３０分 

西部総合相談センター（会場：ウェスタ川越 会議室） 

 住  所：川越市新宿町 1 丁目 17 番地 17 
 電話番号：予約要（TEL:048-838-7472) 
      ※予約受付は平日 10：00～16：00 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 相談事業部 
 担当者    ： 古久根 章典 
 電話番号   ： 048-863-7861（埼玉司法書士会事務局） 
 



【別 紙】                            【資料１－１】 

 

 

「多重債務者相談強化キャンペーン 2021」多重債務無料相談会 開催候補日等について 

開催事務局 開 催 日 開催時間 会  場 
こころの相談 

（同時開催は○） 

弁護士会 11 月 8 日(月) 
10:00～ 

16:00 
埼玉弁護士会館 2 階  

司法書士会 11 月 9 日(火) 
10:00～ 

16:00 

埼玉司法書士会浦和総合相談

センター108 号室 
 

熊谷市 11 月 10 日(水) 
10:00～ 

16:00 

熊谷市役所 502 会議室 
 

さいたま市 11 月 11 日(木) 
10:00～ 

16:00 

さいたま市消費生活総合セン

ター 
 

県センター 11 月 13 日(土) 
10:00～ 

16:00 

埼玉県消費生活支援センター

（川口）ＯＡ室 
 

戸田市 11 月 17 日(水) 
10:00～ 

16:00 
戸田市役所 3階市民相談室  

桶川市 11 月 20 日(土) 
 9:00～ 

16:00 
桶川市役所 3 階会議室 302 ○ 

所沢市 

11 月 22 日(月) 

10:00～ 

16:00 
所沢市役所 4階 401 会議室  

越谷市 
10:00～ 

16:00 

越谷市役所くらし安心課相談

室３ 
 

労福協 11 月 23 日(火・祝) 
10:00～ 

16:00 
埼玉教育会館 1階 102 号室  

 





【神奈川県司法書士会】常設相談窓口案内 
 
・常設の相談窓口案内 
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 名称：多重債務電話相談 

相談電話番号：０４５－６４１－１３８９ 

概要：多重債務等の無料電話法律相談、司

法書士が随時相談を受け付けております。 

平日（月～金） 

午後１時～４時 

※土日祝日休み 

神奈川県司法書士会 

住所：神奈川県横浜市中区吉浜町１番地 

相談電話番号：０４５－６４１－１３８９ 

問い合わせ：０４５－６４１－１３７２ 

※予約不要 

 
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 名称：当番司法書士電話相談 

相談電話番号：０４５－６４１－６１１０ 

概要：民事一般のご相談（借金、貸金、等）、

司法書士が随時相談を受け付けておりま

す。 

平日（月～金） 

午後４時～７時 

※土日祝日休み 

神奈川県司法書士会 

住所：神奈川県横浜市中区吉浜町１番地 

相談電話番号：０４５－６４１－６１１０ 

問い合わせ：０４５－６４１－１３７２ 

※予約不要 

 
 



 

 

【富山県司法書士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・常設の相談窓口案内 
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 
電話 
相談 

通常の相談受付窓口において、当番の司

法書士が電話相談を受け付けておりま

す。 

平日（月～金） 
 午後 13 時～16 時 
※休日休み 
 

不動産・会社法人の相談 
 076—445-1576 
借金・訴訟・成年後見の相談 
 076-445-1577 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 相談事業部 
 担当者    ： 瀧脇裕将 
 電話番号   ： 076-436-1931 
 
・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 
一般消費者 
 

面談 10 月 1 日の「法の日」にちなみ、無料

法律相談会を開催いたします。 
不動産の相続や売買など登記に関する

ことをはじめ、借金に関すること、成年

後見に関すること、その他訴訟に関する

ことなど、市民の皆様の様々な相談をお

受けします。（事前予約制） 
予約先は富山県司法書士会 
電話 076-445-1620 
※新型コロナウイルス感染拡大の状況

によっては、中止、変更がございます。 

10 月 2 日（土）10：00
～15：45   
10 月 3 日（日）10：00
～15：45  

富山県民会館 701 号室 

10 月 2 日（土）10：00
～15：00 

高岡文化ホール 

10 月 2 日（土）10：00
～15：00 

朝日町五差路周辺複合施設 

10 月 2 日（土）10：00
～15：00 

入善町民会館 



 

 

 
 
 
 

10 月 2 日（土）10：00
～15：00 

黒部市民会館 

10 月 2 日（土）10：00
～15：00 

ありそドーム研修室 

10 月 2 日（土）13：00
～17：00 

上市町生涯学習会館  

10 月 3 日（日）10：00
～15：00 

南砺市福野文化創造センター ヘリオス 

10 月 7 日（木）10：00
～15：00 

滑川市役所東別館 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 相談事業部 
 担当者    ： 瀧脇裕将 
 電話番号   ： 076-436-1931 
 
 
 
 



【石川県司法書士会】常設相談窓口案内・キャンペーン期間中の相談会等の予定 
・常設相談窓口案内 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

電話 電話による無料法律相談 
 

月曜日～金曜日１０時～１６時 
（祝祭日を除く） 

相談専用電話：０７６－２９２－８１３３ 

一般消費者 
  
 
 

電話 
ＷＥＢ 

「司法書士月イチ休日相談

会」 
毎月第２日曜日開催 
１３時～１６時 

相談専用電話：０７６－２９２－１０８８ 
ＷＥＢ相談予約：０７６－２９１－７０７０ 

 



 

 

【長野県司法書士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・常設の相談窓口案内 
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 常設の電話相談窓口にて、司法書士が随時

相談を受け付けております。 
平日（月～金） 
午後 0 時~午後 2 時 
（土日祝日休み） 

相談専用電話番号：026-233-4110 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：長野県司法書士会司法書士総合相談センター 
 電話番号   ：026-232-7492 
 
 
 
・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 毎年 10 月を法の日月間として、県内各地

にて司法書士無料法律相談を実施してい

ます。 

10 月に開催します。開

催日時は開催場所によ

って異なります。 

開催日時及び場所については、長野県司法書士会のホー

ムページ（https://www.na-shiho.or.jp/）をご確認くださ

い。 
【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：長野県司法書士会司法書士総合相談センター 
 電話番号   ：026-232-7492 
 

https://www.na-shiho.or.jp/


【静岡県司法書士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・常設の相談窓口案内 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 
 

電話 
 
 
 
面談 

通常の相談窓口において、司法書士が随時

相談を受け付けております。 
 
 
通常の相談窓口において、予約制にて司法

書士が随時相談を受け付けております。 
※新型コロナウイルス感染症拡大のため、

令和３年８月１６日より面談相談を中止

しております。再開時期につきましては未

定です。 

平日（月～金） 
午後２時～５時 
 
 
①毎週火・金曜日 
 午後２時～５時 
②毎週火曜日 
午後２時～５時 

③毎月第三金曜日 
午後１時～４時 

④毎週木曜日 
午後２時～５時 

⑤毎月第一水曜日 
午後１時～４時 

⑥毎月第一水曜日 
午後１時～４時 

 
 

静岡県司法書士会司法書士総合相談センターしずおか 
住所 静岡市駿河区稲川一丁目１番１号 
電話 ０５４－２８９－３７０４ 
 
①静岡県司法書士会館 
 住所 静岡市駿河区稲川一丁目１番１号 
②三島商工会議所 会議室 
 住所 三島市一番町２番２９号 
③下田市民文化会館 会議室 
 住所 下田市四丁目１番２号 
④浜松市勤労会館Ｕホール 会議室 
 住所 浜松市中区城北１丁目８番１号 
⑤浜松市天竜区役所 会議室（旧天竜市役所） 
 住所 浜松市天竜区二俣町二俣４８１番地 

⑥浜松市北区役所 会議室（旧細江町役場） 
 住所 浜松市北区細江町気賀３０５番地 

①～⑥の予約・問い合わせ等はいずれも 
静岡県司法書士会 電話 ０５４－２８９－３７００ 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 静岡県司法書士会 
 電話番号   ：０５４－２８９－３７００ 
 







【奈良県司法書士会】 常設相談窓口案内 
 
・常設の相談窓口案内 
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 
 

司法書士による無料法律相談 平日（水） 
１３時～１６時２０分 

 

＊祝日休み 

奈良県司法書士会館２階 
住所：奈良市西木辻町３２０－５ 
電話番号：０７４２－８１－８０５０ 
＊予約優先 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：奈良県司法書士会 
 電話番号   ：０７４２－８１－８０５０ 
 
 
・常設の相談窓口案内 
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 
電話 

司法書士による無料法律相談 毎月第２・第４木曜日 
１３時～１６時２０分 

 

＊祝日休み 

奈良市役所中央棟玄関ホール 玄関ホール会議室 
住所：奈良市二条大路南一丁目１－１ 
電話番号：０７４２－３４－５４４４ 
＊完全予約制 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：法律相談予約受付 
 電話番号   ：０７４２－３４－５４４４ 
 
 
 
 



・常設の相談窓口案内 
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 
 

司法書士による無料法律相談 毎月第１金曜日 
（祝日の場合は変更） 
１３時～１６時２０分 

大和郡山市役所２階市民相談室 
住所：大和郡山市北郡山町２４８－４ 
電話番号：０７４３－５３－１１５１（内線２４５） 
＊予約優先 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：大和郡山市人権施策推進課市民相談室  
 電話番号   ：０７４３－５３－１１５１（内線２４５） 
 
 
 
 
 
 
・常設の相談窓口案内 
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 
 

司法書士による無料法律相談 毎月第３火曜日  
（祝日の場合変更） 
１３時～１６時２０分 

天理市役所１階 市民相談室 
住所：天理市川原城町６０５ 
電話番号：０７４３－６３－１００１ 

（内線４１９、４２９｝ 
＊予約制 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ： 天理市役所４階 市民協働・女性活動推進課 
 電話番号   ：０７４３－６３－１００１（内線４３９、４３６） 
 
 



 
 
・常設の相談窓口案内 
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 
 

司法書士による無料法律相談 毎月第２、第３月曜日 
（祝日の場合は第１、第

４、第５月曜日のいずれ

かへ振り替え） 
１３時～１６時 

（福）大和高田市社会福祉協議会 
住所：大和高田市池田４１８－１ 総合福祉会館内 
電話番号：０７４５－２３－５４２６ 
＊完全予約制 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：（福）大和高田市社会福祉協議会 
 電話番号   ：０７４５－２３－５４２６ 
 
 
 
 
・常設の相談窓口案内 
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 
 

司法書士による無料法律相談 毎月第１・４の水曜日 
１３時～１６時 
 
毎月第２・３の土曜日 
午前９時半～１２時半 
（祝日休み） 

橿原市観光交流センター かしはらナビプラザ 4 階 
市民相談広場 
住所：橿原市内膳町１丁目６番８号 
電話番号：０７４４－４７－２３５０ 
＊完全予約制 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：奈良司法書士会 
 電話番号   ：０７４２－８１－８０５０ 



 
 
 
 
・常設の相談窓口案内 
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 
 

司法書士による無料法律相談 
 

毎月第４木曜日  
（祝日の場合変更） 
１３時～１６時２０分 

 

桜井市役所新庁舎３階 相談室３０３ 
住所：桜井市大字粟殿４３２番地の１ 
電話番号：０７４４－４２－９１１１（内線５３７） 
＊完全予約制 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：桜井市役所 市民協働課市民協働係  
 電話番号   ：０７４４－４２－９１１１ 
 
 
 
・常設の相談窓口案内 
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 
 

家計管理に関する無料法律相談等 
 

毎月第２第・４水曜日  
（祝日休み） 
１３時半～１５時半 

 

（福）生駒市社会福祉協議会 
住所：奈良県生駒市元町１丁目６番１２号 

（生駒セイセイビル４階） 
電話番号：０７４３－７５－０２３４ 
＊予約制 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：（福）生駒市社会福祉協議会  
 電話番号   ：０７４３－７５－０２３４ 
 





【高知県司法書士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
・常設の相談窓口案内 
対象者 方式 概要 日時 開催場所・連絡先 
一般消費者 

（多重債務者

※資力要件を

満たす方） 

面談 

司法書士による無料法律相談 

（法テラス民事法律扶助相談） 

※要予約 

※コロナ感染拡大のため 8/21 より電話相談に変更中 

毎週水曜日 

18 時 30 分～20 時 
高知県司法書士会館 

住    所：高知市越前町 2丁目 6番 25 号 

予約電話番号：088-825-3143 
一般消費者 

（多重債務者

※資力要件を

満たす方） 

面談 

司法書士による無料法律相談 

（法テラス民事法律扶助相談） 

※要予約 

※コロナ感染拡大のため 8/21 より電話相談に変更中 

毎週土曜日 

15 時～17 時 

一般消費者 

（多重債務者

※資力要件を

満たす方） 

面談 

司法書士による無料法律相談 

（法テラス民事法律扶助相談） 

※要予約 

※コロナ感染拡大のため 8/21 より休止中 

毎週土曜日 

15 時～17 時 

四万十市社会福祉センター 

住  所：四万十市右山五月町 8番 3号 

予約電話番号：088-825-3143 

 
・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 

    

【お問い合わせ先】 
 ※9 月に 5 日間、高知県多重債務者対策協議会事務局である高知県文化生活スポーツ部県民生活・男女共同参画課主催の「令和 3 年度多重債務者 

無料相談会」が行われ、本会からも相談員を派遣する予定であったが、新型コロナウィルス感染拡大防止のため 12 月上旬（未定）に延期となった。 
 
 
 



【福岡県司法書士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・常設の相談事業 
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 ＊ベッドサイド法律相談 
緊急搬送者や入院者に借金等の問題が

ある場合、司法書士を医療機関に派遣

し、法的な相談に応じる。 

受付時間：（月）～（金）

10：00～16：00※祝日・

年末年始・盆休日を除く 

申込・問い合わせ：092-762-8288（専用ダイヤル） 
※医療機関やお名前などをお聞きしたうえで、担当の司法

書士より折り返しご連絡します。 

 
 
 
・キャンペーン期間中の相談会開催予定（行政相談会へ相談を派遣） 
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 ＊久留米市「ハローワーク相談会」への相

談員派遣 
様々な法律問題や心の問題に悩む市民

等を対象に、司法書士、保健師、精神保

健福祉士、が連携して相談に応じる。 

◎令和 3 年 9 月 27 日

（月）13：00～16：00 
 

福岡県久留米市諏訪野町 2401 ハローワーク久留米 
※予約不要 
※0942-30-9728（久留米市保健所保健予防課） 

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 ＊久留米市「ハローワーク相談会」への相

談員派遣 
様々な法律問題や心の問題に悩む市民

等を対象に、司法書士、保健師、精神保

健福祉士、が連携して相談に応じる。 

◎令和 3 年 12 月 13 日

（月）17：30～20：30 
久留米市六ツ門町 3−11 くるめりあ六ツ門 6 階 
久留米市市民活動サポートセンターみんくる会議室 1・2 
※予約不要 
※0942-30-9728（久留米市保健所保健予防課） 

 
 



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 ＊北九州市「くらしとこころの総合相談

会」への相談員派遣 
こころの悩みや生活での困りごと（お金

に関すること・仕事上の悩み・人間関係

や家庭問題など）に関する相談に応じ

る。 

◎令和 3 年 9 月 23 日

（木・祝）13：00～16：
00 
◎令和 3 年 12 月 13 日

（月）13：00～16：00 

北九州市小倉北区馬借一丁目７番１号 
北九州市立精神保健福祉センター 
※電話での事前予約 093-522-8744 

 
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 ＊福岡市「こころと法律の相談会」への相

談員派遣 
こころや法律にかかわる悩みごとに司法

書士・弁護士・臨床心理士・精神保健福祉

士・社会福祉士が無料で電話相談に応じ

る。 

令和 3 年 9 月 29 日（水）

10：00～16：00 
 

問い合わせ・相談電話番号 
092-737-1275（福岡市精神保健福祉センター） 
 

 
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 ＊コロナ禍から暮らしを守る生活困窮者

相談会 
生活保護、借金、労働問題等に関して司法

書士が無料で電話相談・面談相談に応じ

る。 

令和3年12月11日（土） 
10：00～16：00 

問い合わせ・相談電話番号 
092-722-4131（福岡県司法書士会） 

 



【大分県司法書士会】キャンペーン期間中の相談会等の予定 
 
・常設の相談窓口案内 
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 
電話 

総合・相続相談センターにおいて、司法

書士が相談に応じます。 
毎週（木） 
 午後１３時～１６時 
 ※休日は休み 
 
※新型コロナウイルス

の感染拡大により、面談

相談は中止となる場合

があります。 

司調会館 
 住  所 大分市城崎町２丁目３番１０号 
 電話番号 ０９７－５３３－４１１０ 
※予約制（ただし、電話による相談は予約不要） 
 

【お問い合わせ先】 
 担当部署   ：大分県司法書士会事務局 
 担当者    ：伊東 
 電話番号   ：０９７－５３２－７５７９ 
 
 


