
休 日 人ＫＥＮあゆみちゃん

人権イメージキャラクター

人ＫＥＮまもる君

【ご予約・お問合せ】

～考えよう 相手の気持ち 未来へつなげよう 違いを認め合う心～



局名 開設場所 住所 開設時間

東京法務局 東京法務局本局 千代田区九段南１－１－１５ １０：００～１６：１０ 東京法務局民事行政調査官室 ０３－５２１３－１３１９

横浜地方法務局 横浜地方法務局本局 横浜市中区北仲通５－５７ １０：００～１６：００ 横浜地方法務局総務課 ０４５－６４１－７４６１

さいたま地方法務局 さいたま地方法務局本局
さいたま市中央区下落合５－１
２－１

１０：００～１５：００ さいたま地方法務局総務課 ０４８－８５１－１０００

千葉地方法務局 千葉地方法務局本局
千葉市中央区中央港１－１１－
３

１０：００～１６：００ 千葉地方法務局総務課 ０４３－３０２－１３１１

水戸地方法務局 水戸地方法務局本局 水戸市三の丸１－１－４２ １０：００～１５：００ 水戸地方法務局総務課 ０２９－２２７－９９１１

宇都宮地方法務局 宇都宮地方法務局本局 宇都宮市小幡２－１－１１ １０：００～１５：００ 宇都宮地方法務局総務課 ０２８－６２３－６３３３

前橋地方法務局
前橋地方法務局本局　ほか１
か所

前橋市大手町２－３－１ １０：００～１５：００ 前橋地方法務局総務課 ０２７－２２１－４４６３

静岡地方法務局 静岡地方法務局本局 静岡市葵区追手町９－５０ １０：００～１６：００ 静岡地方法務局総務課 ０５４－２５４－３５５５

甲府地方法務局 甲府地方法務局本局 甲府市丸の内１－１－１８ １０：００～１５：００ 甲府地方法務局総務課 ０５５－２５２－７１５１

長野地方法務局 長野地方法務局本局 長野市大字長野旭町１１０８ １０：００～１５：００ 長野地方法務局総務課 ０２６－２３５－６６１１

新潟地方法務局 新潟地方法務局本局 新潟市中央区西大畑町５１９１ １０：００～１５：００ 新潟地方法務局総務課 ０２５－２２２－１５６１

大阪法務局 大阪法務局本局 大阪市中央区谷町２－１－１７ １０：００～１６：００ 大阪法務局民事行政調査官室 ０６－６９４２－９４５２

京都地方法務局 京都地方法務局本局
京都市上京区荒神口通河原町東
入上生洲町１９７

１０：００～１６：００ 京都地方法務局総務課 ０７５－２３１－０１４８

神戸地方法務局 神戸市勤労会館 神戸市中央区雲井通５－１－２ １０：００～１６：００ 神戸地方法務局総務課 ０７８－３９２－１８２１

奈良地方法務局 奈良地方法務局本局 奈良市高畑町５５２ １０：００～１５：００ 奈良地方法務局総務課 ０７４２－２３－５５３４

大津地方法務局 大津地方法務局本局 滋賀県大津市京町３－１－１ １０：００～１６：００ 大津地方法務局総務課 ０７７－５２２－４７７２

和歌山地方法務局 和歌山地方法務局本局 和歌山市二番丁３ １０：００～１６：００ 和歌山地方法務局総務課 ０７３－４２２－５１３２

名古屋法務局 名古屋法務局本局 名古屋市中区三の丸２－２－１ １０：００～１６：００ 名古屋法務局民事行政調査官室 ０５２－９５２－８１７０

津地方法務局
津地方法務局本局　ほか１か
所

津市丸之内２６－８ １０：００～１６：００ 津地方法務局総務課 ０５９－２２８－４１９１

岐阜地方法務局 イオン柳津店 岐阜市柳津町本郷４－１－１ １０：００～１６：００ 岐阜地方法務局総務課 ０５８－２４５－３１８１

福井地方法務局 福井地方法務局本局 福井市春山１－１－５４ １０：００～１６：００ 福井地方法務局総務課 ０７７６－２２－５１７４

金沢地方法務局 金沢地方法務局本局 金沢市新神田４－３－１０ １０：００～１５：００ 金沢地方法務局総務課 ０７６－２９２－７８１３

富山地方法務局 富山地方法務局本局 富山市牛島新町１１－７ １０：００～１６：００ 富山地方法務局総務課 ０７６－４４１－０５５０

広島法務局 ＲＣＣ文化センター 広島市中区橋本町５－１１ １０：００～１６：００ 広島法務局民事行政調査官室 ０８２－２２８－５６９０

山口地方法務局
中市コミュニティホールＮａ
ｃ

山口市中市町３－１３ １０：００～１６：００ 山口地方法務局総務課 ０８３－９２２－２２９５

岡山地方法務局 岡山地方法務局本局 岡山市北区南方１－３－５８ １０：００～１５：００ 岡山地方法務局総務課 ０８６－２２４－５６５６

鳥取地方法務局 鳥取地方法務局本局 鳥取市東町２－３０２ ９：３０～１５：００ 鳥取地方法務局総務課 ０８５７－２２－２１９１

松江地方法務局 島根県民会館 松江市殿町１５８ １０：００～１６：００ 松江地方法務局総務課 ０８５２－３２－４２００

福岡法務局 福岡法務局本局 福岡市中央区舞鶴３－５－２５ １０：００～１５：００ 福岡法務局民事行政調査官室 ０９２－７２１－９３８３

佐賀地方法務局
ほほえみ館（佐賀市保健福祉
会館）

佐賀市兵庫北３－８－３６ １０：００～１５：００ 佐賀地方法務局総務課 ０９５２－２６－２１４９

長崎地方法務局 長崎地方法務局本局 長崎市万才町８－１６ １０：００～１５：００ 長崎地方法務局総務課 ０９５－８２０－５９０１

大分地方法務局 大分市コンパルホール 大分市府内町１－５－３８ １０：００～１６：００ 大分地方法務局総務課 ０９７－５３２－３１６１

熊本地方法務局 熊本地方法務局本局 熊本市中央区大江３－１－５３ １０：００～１５：００ 熊本地方法務局総務課 ０９６－３６４－２１４６

鹿児島地方法務局 鹿児島地方法務局本局 鹿児島市鴨池新町１－２ １０：００～１６：００ 鹿児島地方法務局総務課 ０９９－２５９－０６６７

宮崎地方法務局 宮交シティ紫陽花ホール 宮崎市大淀４－６－２８ １０：００～１６：００ 宮崎地方法務局総務課 ０９８５－２２－５１２５

那覇地方法務局 那覇地方法務局本局 那覇市樋川１－１５－１５ １３：００～１６：３０ 那覇地方法務局総務課 ０９８－８５４－７９５１

仙台法務局 仙台法務局本局　ほか１か所 仙台市青葉区春日町７－２５ １０：２０～１５：００ 仙台法務局民事行政調査官室 ０２２－２２５－５７２０

福島地方法務局 福島地方法務局本局 福島市霞町１－４６ １０：００～１６：００ 福島地方法務局総務課 ０２４－５３４－１９８３

山形地方法務局 山形地方法務局本局 山形市緑町１－５－４８ １３：００～１６：３０ 山形地方法務局総務課 ０２３－６２５－１３４３

盛岡地方法務局
盛岡地方法務局本局　ほか１
か所

盛岡市盛岡駅西通１－９－１５ １０：００～１６：００ 盛岡地方法務局総務課 ０１９－６２４－９８６１

秋田地方法務局 秋田地方法務局本局 秋田市山王７－１－３ １０：００～１５：００ 秋田地方法務局総務課 ０１８－８６２－６５３１

青森地方法務局 青森地方法務局本局 青森市長島１－３－５ １０：００～１５：００ 青森地方法務局総務課 ０１７－７７６－６２３１

札幌法務局 札幌法務局本局 札幌市北区北８条西２－１－１ １０：００～１６：００ 札幌法務局民事行政調査官室 ０１１－７０９－２３１１

函館地方法務局 函館地方法務局本局 函館市新川町２５－１８ １０：００～１６：００ 函館地方法務局総務課 ０１３８－２３－９５１６

旭川地方法務局 旭川地方法務局本局 旭川市宮前１条３丁目３－１５ １０：００～１６：００ 旭川地方法務局総務課 ０１６６－３８－１１４４

釧路地方法務局 釧路地方法務局本局 釧路市幸町１０－３ １０：００～１５：００ 釧路地方法務局総務課 ０１５４－３１－５０００

高松法務局 高松法務局本局 高松市丸の内１番１号 １０：００～１５：００ 高松法務局民事行政調査官室 ０８７－８２１－６３４２

徳島地方法務局 徳島地方法務局本局 徳島市徳島町城内６－６ １０：００～１５：００ 徳島地方法務局総務課 ０８８－６２２－４３１８

高知地方法務局 高知地方法務局本局 高知市栄田町２－２－１０ １０：００～１５：００ 高知地方法務局総務課 ０８８－８２２－３３３１

松山地方法務局 松山地方法務局本局 愛媛県松山市宮田町１８８－６ １０：００～１５：００ 松山地方法務局総務課 ０８９－９３２－０８８８

＜全国の相談所一覧＞
問合せ先


