弁護士による臨時無料電話相談

女性の権利１１０番
女性に対する暴力（ドメスティック・バイオレンス、ストーカー、セクシュアル・ハ
ラスメント）や離婚に関する諸問題、職場における差別など、女性の権利一般に関する
無料電話相談を実施します。弁護士会ではこれらの問題に詳しい弁護士が、対処の方法
や正しい法律知識を提供し適切なアドバイスを行います。また、性的マイノリティーの
方からの相談も受け付けます。お気軽にご相談ください。
離婚したい

元恋人からストーキングさ

どうしたらいいの？

れている。助けてほしい。

職場に性差別が

夫の暴力から

ある

逃げたい

夫の暴力で別居している

養育費ってどのく

が子どもを渡してくれな

らいもらえるの？

い

２０１８年６月２５日（月）午前１０時～午後３時

０４５－６６２－１４２０

（この日限りの臨
時相談です。）

主催 神奈川県弁護士会・日本弁護士連合会
後援 神奈川県
お問い合わせ：神奈川県弁護士会

TEL 045－211－7705

６月２３日から２９日を中心に全国各地で実施し、面接相談
を行うところもあります。詳しくは裏面をご覧ください。
当会ＨＰもご覧下さい

弁護士会

実施日時

相談先電話番号

問合せ先電話番号

札幌

６月２６日（火）１２時～１５時

０５０－３３６９－０５５０

０１１－２８１－２４２８

函館

６月２６日（火）１３時～１６時

０１３８－４１－０２３２

０１３８－４１－０２３２

旭川

６月２５日（月）１０時～１８時

０１６６－５１－９５２７

０１６６－５１－９５２７

釧路

６月２７日（水）１０時～１６時

０１５４－４２－９４６０

０１５４－４１－３４４４

仙台

６月２５日（月）１０時～１６時

未定

０２２－２２３－１００１

福島県

６月２９日（金）１３時～１６時

未定

０２４－５３４－２３３４

山形県

６月２９日（金）１３時３０分～１５時３０分

０２３－６４５－８０７７

０２３－６２２－２２３４

岩手

６月２３日（土）１０時～１５時

０１９－６５２－５８１１

０１９－６５１－５０９５

秋田

６月２６日（火）１０時～１５時

０１８－８２４－６３２１

０１８－８６２－３７７０

東京三会

６月２３日(土)１０時～１６時

０３－３５９１－９２１１

０３－３５８１－２２０５

神奈川県

６月２５日（月）１０時～１５時

０４５－６６２－１４２０

０４５－２１１－７７０５

埼玉

６月２７日（水）１０時～１６時

０４８－８３７－７３７３

０４８－７１０－５６６６

千葉県

６月２６日（火）１０時～１６時

０４３－２２４－６６２０

０４３－２２７－８４３１

茨城県

６月２８日(木)１３時～１５時

０２９－２３２－１０７０
０２９－２３２－１０７１

０２９－２２１－３５０１

栃木県

６月３０日（土）１０時～１４時

０２８－６１４－５０６０

０２８－６８９－９０００

備考
※１
※２
※１
※２
※１
※２
※１
※２
※１
※２
※１
※２
※１
※２
※３

電話相談のみ
特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
電話相談のみ
特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
電話相談のみ
特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
電話相談のみ
特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
面接相談あり【事前予約不要】
特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
電話相談のみ
特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
面接相談あり【事前予約不要】
特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
山形市男女共同参画センター「ファーラ」との共催予定

※１ 電話相談のみ
※２ 特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
※１
※２
※１
※２
※１
※２
※３
※１
※２
※３
※１
※２
※３
※１
※２
※１
※２
※１
※２

電話相談のみ
特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
電話相談のみ
特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
電話相談のみ
特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
神奈川県へ後援依頼予定
電話相談のみ
特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
埼玉県との共催
電話相談のみ
特別な相談窓口で対応する
後援：千葉県，千葉市
電話相談のみ
相談の対応をする予定はない
電話相談のみ
相談の対応をする予定はない
面接相談あり【要予約：左記問合せ先番号】
特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする

群馬

６月２３日(土)１０時～１６時

０２７－２２６－５００５

０２７－２３４－９３２１

静岡県

６月２３日（土）１０時～１６時

【静岡】０５４－２５２－２２８１
【浜松】０５３－４５３－７６００
【沼津】０５５－９３１－６５７０

０５４－２５２－０００８

山梨県

【ぴゅあ富士】６月２日（土）１４時～１６時３０分
【ぴゅあ総合】６月３日（日）１４時～１６時３０分

※面接相談のみ

【ぴゅあ富士】０５５４－４５－１６６６
【ぴゅあ総合】０５５－２３５－４１７１

長野県

６月２９日（金）１３時～１６時

【長野】０２６－２１７－８４７７
【松本】０２６３－３５－８５０１

０２６－２３２－２１０４

新潟県

６月２５日（月）１０時～１６時

０５７０－０４５－５３３

０２５－２２２－５５３３

※１ 面接相談あり【要予約：先問合せ先番号】
※２ 相談の対応をする予定はない

愛知県

６月２９日（金）１０時～１５時

０５２－３２３－７８３０

０５２－２０３－４４１０

※１ 面接相談あり【要予約：０５２－３２１－２７６０】
※２ 相談の対応をする予定はない
※３ 名古屋市男女平等参画推進室と共催，名古屋市男女平等参画推進センター女性会館（イー
ブル名古屋）にて実施

三重

６月２５日（月）１０時～１３時

未定

未定

※１ 電話相談のみ
※２ 特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする

岐阜県

６月２３日（土）１０時～１５時

０５８－２６５－２８５０

０５８－２６５－００２０

※１ 面接相談あり【事前予約不要】
※２ 特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする

福井

６月２６日（火）１０時～１６時

０７７６－２９－７１８０
０７７６－２３－５２８８

０７７６－２３－５２５５

※１ 電話相談のみ
※２ 特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする

金沢

６月２５日（月）～２８日（木）１２時３０分～１４時３０分
（２８日（木）は１７時３０分～１９時３０分も実施予定）

０７６－２２２－２２４１

０７６－２２１－０２４２

※１ 面接相談あり【要予約：左記問合せ先番号】
※２ 特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
※３ 石川県と金沢市へ後援依頼予定

富山県

６月２８日（木）１０時～１６時

０７６－４２１－４８９９

０７６－４２１－４８１１

大阪

６月２３日（土）１０時～１６時

未定

０６－６３６４－１２２７

京都

６月２８日（木）１３時～１６時

未定

未定

兵庫県

６月２９日（金）１０時～１６時

０７８－３８２－２９１０

０７８－３４１－７０６１

奈良

６月２５日（月）１０時～１６時

０７４２－２３－８６１０

０７４２－２２－２０３５

滋賀

６月２３日（土）１０時～１６時

未定

０７７－５２２－３２３８

和歌山

６月２５日（月）１３時～１６時

０７３－４２１－６０５５

０７３－４２２－４５８０

広島

６月２３日（土）１０時３０分～１６時３０分

０８２－５４５－５５７１

０８２－２２８－０２３０

山口県

６月２７日（水）１０時～１６時

０８３－９２０－８７３０

０８３－９２２－００８７

岡山

６月２９日（金）１０時～１６時

未定

０８６－２２３－４４０１

鳥取県

６月２５日（月）１０時～１６時

０８５９－３８－１７１１

０８５7－２２－３９１２

島根県

６月２３日（土）１０時～１６時

【東部（松江）】０８５２－２０－６９５５
【西部（益田）】０８５６－２５－７２８０
【隠岐（西郷）】０８５１２－３－１８７７

０８５２－２１－３４５０

香川県

６月２６日(火)１０時～１６時

０８７－８０２－５２２８

０８７－８２２－３６９３

高知

６月２７日（水）１０時～１６時

０８８－８２６－７０３０

０８８－８７２－０３２４

愛媛

６月２８日（木）１０時～１５時

０８９－９１３－５９９５

０８９－９４１－６２７９

６月２５日（月）１０時～１６時

６月２６日（火）１０時～１６時
福岡県
６月２７日（水）１０時～１６時
６月２８日（木）１０時～１６時
６月２９日（金）１０時～１６時

【福岡(弁護士会)】０９２－７２４－２６４４
【福岡】番号未定
【豊前】番号未定
【北九州市】番号未定※１０時～１７時
【筑後市】番号未定
【田川市】番号未定
【福岡市】番号未定
【大野城市】番号未定
【飯塚法律相談センター】番号未定
【大牟田市】番号未定
【直方市】番号未定

０９２－７４１－６４１６
（福岡県弁護士会）

※１ 電話相談のみ
※２ 相談の対応をする予定はない（現時点）
※１
※２
※３
※１
※２

※１
※２
※３
※１
※２
※１
※２
※３
※１
※２
※１
※２
※１
※２
※１
※２
※１
※２
※３
※１
※２
※１
※２
※１
※２

面接相談あり【要予約：左記問合せ先番号】
特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
山梨県立男女共同参画推進センターとの共催
電話相談のみ
特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする

面接相談あり【要予約：左記問合せ先番号】
特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
共催：公益財団法人富山県女性財団
面接相談あり【事前予約不要】
特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
面接相談あり【要予約：未定】※
特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
木津川市との共催。木津川市女性センターにおいて面接相談を実施。相談窓口は木津川市。
面接相談あり【要予約：078-361-6977（5月8日（火）9:00より受付開始）】
特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
電話相談のみ
特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
電話相談のみ
特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
面接相談あり【予約不要】
相談の対応をする予定はない
面接相談あり【要予約：未定】
特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
共催：ゆいぽーと，エソール広島，イコールふくやま，法テラス広島
電話相談のみ
特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
電話相談のみ
特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
電話相談のみ
特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする

※１ 電話相談のみ
※２ 特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
※１
※２
※１
※２
※１
※２

面接相談あり【要予約：左記問合せ先番号】
特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
面接相談あり【予約不要】
特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
電話相談のみ
特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする

※１ 電話相談のみ
※２ 特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
※３ 県内の自治体や男女共同参画センターと共催

【筑後】番号未定

佐賀県

６月２３日（土）１０時～１５時

０９５２－２４－３４１１

０９５２－２４－３４１１

長崎県

６月２８日（木）１０時～１６時

０９５－８２４－００５２

０９５－８２４－３９０３

大分県

６月１６日（土）１０時～１５時

０９７－５３４－８８７４

０９７－５３４－８８７４

熊本県

６月２３日（土）１０時～１６時（予定）

０９６－３４５－３１１０

０９６－３２５－０９１３

鹿児島県

６月２９日（金）１０時～１６時

０９９－２２３－３３４４

０９９－２２６－３７６５

宮崎県

６月１６日（土）１０時～１２時

０９８５－２３－６１１２

０９８５－２２－２４６６

沖縄

６月２５日（月）１０時～１４時

０９８－８６９－７８３０

０９８－８６５－３７３７

※1 面接相談の有無，※２ LGBTの権利に関する相談対応の有無，※３ 共催団体等

※１ 面接相談あり【要予約：左記問合せ先番号（ただし受付開始日は未定）】
※２ 特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
※１ 面接相談あり【要予約：左記問合せ先番号（平日のみ）】
※２ 特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
※１ 面接相談あり【要予約：左記問合せ先番号】
※２ 特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
※３ 共催：大分県（予定），アイネス男女共同参画フェスタ2018と同時開催
※１ 面接相談あり【要予約：未定】
※２ 特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
※３ 熊本市と共催
※１ 面接相談あり【要予約：左記問合せ先番号】
※２ 相談の対応をする予定はない（ただし同内容の電話がかかってきたら断るのではなく，対応す
る予定。）
※１ 面接相談あり【要予約：左記問合せ先番号】
※２ 特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
※１ 電話相談のみ
※２ 特別な相談窓口は設けないが相談の対応をする
※３ 沖縄県，那覇市との共催を予定

