２ 法律・困りごと等全般
相談の名称・内容等

相談日

相談時間

実施機関

月～金曜日
＊弁護士・司法書士
による特別法律相談
は原則以下の日（要
予約）
賀茂

9:00～12:00
13:00～15:00

賀茂広域消費生活センター

9:00～16:00

各県民生活センター

（弁）: 第３月曜日及び
６月・12月は第１月曜
日

*相談日は、特記のないものは祝日及び年末年始を除く。
電話番号
場所（会場）

賀茂広域消費生活センター

0558-24-2199

〒415-0016
下田市中531-1 下田総合庁舎6階

東部県民生活センター

055-951-8205

〒410-0801
沼津市大手町1-1-3 沼津産業ビル2階

中部県民生活センター

054-202-6008

〒422-8067
静岡市駿河区南町14-1 水の森ビル3階

西部県民生活センター

053-453-2199

〒430-0929
浜松市中区中央1-12-1 浜松総合庁舎3階

（公財）静岡県国際交流協
会（県委託）

054-204-2000

〒422-8067
静岡市駿河区南町14-1 水の森ビル2階

高齢者・障害者総合支援セ
ンター静岡支部
高齢者・障害者総合支援セ
ンター浜松支部
高齢者・障害者総合支援セ
ンター沼津支部

054-252-0008
053-455-3009

〒420-0853
静岡市葵区追手町10-80
〒430－0929
浜松市中区中央1-9-1

055-931-1848

法律事務所を随時紹介

東部

県民相談（法律・民事上の相談）
民事上のトラブル（離婚、相続等）に
ついての相談

（弁）:毎週火曜日及び
毎月２回程度木曜日
（司）:毎月第２・４木曜
日

中部
（弁）:毎週木曜日及び
毎月１回程度月曜日
（司）毎月第１月曜日

13:30～15:00

西部
（弁）:第１～４木曜日及
び毎月第１･３火曜日
（司）:毎月第４火曜日

「静岡県多文化共生総合相談セ
ンター かめりあ」
在留資格や労働・雇用に関するこ
と、その他日常生活に関する困って
いることへの相談対応

高齢者・障害者を対象とする専
門法律相談
無料・要予約(予約受付：平日9:00～
12:00、13:00～17:00）

目次へ戻る

ポルトガル語、スペイ
ン語：火・金
ベトナム語：火・木
フィリピノ語：月・金
中国語：月・水
インドネシア語：水・木
英語：月・水・木・金
韓国語：水（毎月２回）

10:00～16:00

水曜日

13:00～16:00

金曜日

13:00～16:00

月～金曜日

9:00～17:00
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相談の名称・内容等

相談日

相談時間

月～金曜日

9:00～21:00

土曜日

9:00～17:00

情報提供
問い合わせ内容に応じて、解決に
役立つ法制度や、相談機関・団体
などに関する情報を、電話やメー
ル、面談により無料で提供

民事法律扶助制度による無料
法律相談
・事前電話予約制
・収入、資産が一定基準以下の方
が対象
・相談時間30分程度
・相談回数に制限あり

月～金曜日

日本司法支援センター
静岡地方事務所
（法テラス静岡）
日本司法支援センター
静岡地方事務所沼津支部
（法テラス沼津）
日本司法支援センター
静岡地方事務所浜松支部
（法テラス浜松）
日本司法支援センター
静岡地方事務所
（法テラス静岡）

場所（会場）

0570-078321

〒420-0031
静岡市葵区呉服町2-1-1
札の辻ビル5階

0570-078322

〒410-0833
沼津市三園町1-11

0570-078324

〒430-0929
浜松市中区中央1-2-1
イーステージ浜松オフィス4階

0570-078321

〒420-0031
静岡市葵区呉服町2-1-1
札の辻ビル5階

13:00～15:00
17:00～19:00
（夜間相談）

火・金曜日

10:00～12:00
13:30～16:30

日本司法支援センター
静岡地方事務所沼津支部
（法テラス沼津）

0570-078322

〒410-0833
沼津市三園町1-11

月・水曜日

13:00～16:00

0570-078324

火・木・金曜日

10:00～12:00

日本司法支援センター
静岡地方事務所浜松支部
（法テラス浜松）

〒430-0929
浜松市中区中央1-2-1
イーステージ浜松オフィス4階

月～金曜日

10:00～17:00

法テラス下田法律事務所

0503383-0024

静岡法律相談センター

054-252-0008

浜松法律相談センター

053-455-3009

〒430－0929
浜松市中区中央1-9-1

055-931-1848

〒410－0832
沼津市御幸町24-6

053-455-3009

〒436－0028
掛川市亀の甲1丁目228 あいおいニッセイ
同和損保保険（株）ビル3階

火・木曜日

10:00～12:00
13:00～16:00
9:45～12:00
13:00～17:00
9:45～12:00

月～金曜日

13:00～15:30

沼津法律相談センター

第３水曜日

13:00～16:30

掛川法律相談センター

金曜日

13:00～16:00

下田法律相談センター

月・水・金曜日
（静岡県弁護士会）
事前予約制・30分以内5,500円（税
込）(予約受付：平日9:00～12:00、
13:00～17:00）

日本司法支援センター
法テラス・サポートダイヤル
（コールセンター）

電話番号

0570-078374
(IP電話からは、
03-6745-5600)

月～金曜日
毎月第１・第3水
曜日

月～金曜日

弁護士による法律相談

9:00～17:00

実施機関

目次へ戻る
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（静岡県弁護士会浜松支
部へ予約）

055-931-1848
（静岡県弁護士会沼津支
部へ予約）

〒415-0035
下田市東本郷1-1-10
パールビル3階
〒420-0853
静岡市葵区追手町10-80
静岡地方裁判所本庁構内

相談担当弁護士の法律事務所

相談の名称・内容等

相談日

（静岡県司法書士会）

・不動産登記・商業法人登記・供託
・一般民事紛争
・多重債務、クレジット・サラ金問題
・成年後見・家事事件
・身近な契約トラブル ※予約制
※年末年始、祝祭日は除く

民事調停等申立て及び申立手
続案内窓口
民事に関する紛争につき裁判所で
の話合いで円満な解決をするため
の手続の御案内

実施機関

電話番号

毎週火、金曜日

14:00～17:00

毎週木曜日

14:00～17:00

静岡県司法書士会館

静岡県司法書士会

※予約電話番号
054-289-3700

浜松市勤労会館Ｕホール

毎週火曜日

14:00～17:00

毎月第１水曜日

13:00～16:00

浜松市天竜区役所

毎月第１水曜日

13:00～16:00

浜松市北区役所

毎月第３金曜日

13:00～16:00

下田市民文化会館

月～金曜日

14:00～17:00

8:30～12:15
13:00～17:00

下田簡易裁判所

054-289-3704
0558-22-0161

熱海簡易裁判所

0557-81-2989

三島簡易裁判所

055-986-0405

沼津簡易裁判所

055-931-6022

富士簡易裁判所

0545-52-0394

月～金曜日
（祝・祭日除く） 注：案内受付時間に
ついては、事前にお 清水簡易裁判所
問合せください。

054-366-0326

静岡簡易裁判所

054-251-1362

島田簡易裁判所

0547-37-3357

掛川簡易裁判所

0537-22-3036

浜松簡易裁判所

053-453-7179

静岡地方裁判所下田支部

0558-22-0161

静岡地方裁判所沼津支部

055-931-6084

生活の建て直しを図るため、①将来
13:00～17:00 静岡地方裁判所富士支部
月～金曜日
の継続的な収入から借入金などを
（祝・祭日除く） 注：案内受付時間に
ついては、事前にお 静岡地方裁判所
返済する計画を立て（民事再生）、
問合せください。
あるいは②債務や財産を清算する
静岡地方裁判所掛川支部
（破産）ための手続の御案内

0545-52-0087

静岡地方裁判所浜松支部

053-453-7156

民事再生・破産等申立て及び申
立手続案内窓口

場所（会場）
〒422-8062
静岡市駿河区稲川1-1-1 静岡県司法書士
会

予約受付
9:00～17:00

司法書士による法律相談
司法書士総合相談センターしずお
か

相談時間

8:30～12:15

目次へ戻る
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054-251-4022
0537-22-3036

三島商工会議所

電話相談
〒415-8520
下田市4-7-34
〒413-8505
熱海市春日町3-14
〒411-0033
三島市文教町1-3-1
〒410-8550
沼津市御幸町21-1
〒417-8511
富士市中央町2-7-1
〒424-0809
静岡市清水区天神1-6-15
〒420-8633
静岡市葵区追手町10-80
〒427-0043
島田市中溝4-11-10
〒436-0028
掛川市亀の甲2-16-1
〒430-8570
浜松市中区中央1-12-5
〒415-8520
下田市4-7-34
〒410-8550
沼津市御幸町21-1
〒417-8511
富士市中央町2-7-1
〒420-8633
静岡市葵区追手町10-80
〒436-0028
掛川市亀の甲2-16-1
〒430-8520
浜松市中区中央1-12-5

相談の名称・内容等

相談日

相談時間

実施機関

電話番号

場所（会場）

・ダイヤル回線

054-254-9110

県警ふれあい相談室
事件 事 故や 犯 罪被 害 に関 す る 相
談、要望、意見

犯罪被害者等支援総合調整窓
口

常時

常時

ﾁﾏﾙ）（一部の光電話、IP電
話からは利用できません）

月～金曜日

9:00～17:00
10:00～16:00
8:30～17:00

犯罪被害者に関する相談窓口

月～金曜日

受付：平日
9:00～12:00
13:00～17:00
8:30～17:00

性犯罪被害１１０番
性犯罪被害相談電話＃８１０３
（ハートさん）

静岡県警察本部警察相談 ・プッシュ回線
〒420-8610
課総合相談室
＃9110(ｼｬｰﾌﾟ･ｷｭｳｲﾁｲ 静岡市葵区追手町9-6 県庁別館

県くらし交通安全課

054-221-3220

認定NPO法人静岡犯罪被
害者支援センター
被害者ホットライン
（静岡地方検察庁）

054-651-1011

静岡県弁護士会静岡支部

054-252-0008
053-455-3009
055-931-1848
054-253-0209

静岡県弁護士会浜松支部
静岡県弁護士会沼津支部
静岡保護観察所

相談担当弁護士の法律事務所
相談担当弁護士の法律事務所
法律事務所を随時紹介
(被害者専用電話）

0120-783-870

常時

静岡県警察本部捜査第一
課

常時

常時

静岡県性暴力被害者
インターネット（チャット）相 非公開
支援センターＳＯＲＡ（そら） 談

性暴力被害相談

（ﾅﾔﾐ･ﾊﾅｿｰ)
＃８１０３（ハートさん）

054-255-8710

URL https://sorachat.jp/

性のあり方に関する相談
性のあり方（性的指向・性自認 第１火曜日、第３
等）に関する悩みや困りごとにつ
土曜日
いての電話相談
ひまわり窓口
＊随時
女性からの犯罪被害相談

18:00～22:00
＊随時

ひまわり相談所
8:30～17:15

県男女共同参画課

0120-279-585

「ひまわり窓口」指定交番

同左

同左

静岡県警察本部
鉄道警察隊本隊

054-255-3197
0800-200-7471(ﾅｷ

本隊 静岡駅北口東側

女性のための列車内等での犯罪被
害相談

月～金曜日

暴力団からの被害に関する相談

月～金曜日

8:30～17:00

(公財)静岡県暴力追放運動
推進センター

月～金曜日

8:30～17:15

静岡県警察本部組織犯罪
対策課

暴力相談専用電話
暴力団による犯罪被害、困り事等に
関する相談

054-252-7204

常時

性犯罪被害に関する電話相談
性暴力や性犯罪の被害に遭った方
の相談を受け、身体的・心理的ケア
や法律相談などの支援を実施

〒420-8601
静岡市葵区追手町9-6 県庁西館6階

ﾈｲﾘｼﾅｲ)

0120-50-8930
054-283-8930
054-254-8930
(ｺﾞﾖｰ･ﾔｸｻﾞ･ｾﾞﾛ)

0120-548-930
(ｺﾞﾖｰ･ﾔｸｻﾞ･ｾﾞﾛ)

目次へ戻る
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相談の名称・内容等

企業対象暴力１１０番
企業対象暴力に関する電話相談

相談日

相談時間

実施機関
静岡県警察本部組織犯罪
対策課

月～金曜日

8:30～17:15

054-273-7047

月～金曜日

8:30～17:15

各警察署生活安全課又は
刑事生活安全課

同左

月～金曜日

8:30～17:15

・地区少年サポートセンター
（県下６署）
沼津、富士、静岡中央、藤
枝、磐田、浜松中央
・地区少年サポートセンター
分室（県下４署）
三島、清水、静岡南、浜松
東

月～金曜日

8:30～17:15

静岡県警察本部サイバー
犯罪対策課

054-255-3180

火～日曜日

9:00～16:00

静岡県地震防災センター

054-251-7100

〒420-0042
静岡市葵区駒形通5-9-1

月～金曜日

8:30～17:00

県住まいづくり課

〒420-8601
静岡市葵区追手町9-6 県庁西館10階

月～金曜日

8:30～17:00

月～金曜日

9:00～12:00
13:00～17:00

各市町担当課
（一財）静岡県建築住宅ま
ちづくりセンター あんしん
建物相談室「ミーナ葵」

054-221-3081
各市町担当課
054-202-5590

〒422-8067
静岡市駿河区南町14-1 水の森ビル5階

相談日

相談時間

生活安全相談所
ストーカー・DV・家庭内暴力等に関
する相談

少年サポートセンター
少年の非行及び犯罪被害等に関す
る相談

不正アクセス１１０番
不正アクセ ス被害及び コンピュ ー
ターウイルス被害に関する相談

地震に関しての疑問、相談につ
いて
空き家相談
空き家に関する相談及び相談窓
口の紹介

３ 女性相談
相談内容等

女性の悩み相談
電話相談・インターネット相談
※面接相談（ＤＶ・その他暴力）
は予約制

実施機関

電話番号

場所（会場）

同左

・各センター共通

0120-783-410（ﾅﾔﾐ･
ｼｭｰﾄ)
（時間外はFAX又は留守番
電話対応）
・各分室
設置警察署の代表番号

（ｻｲﾊﾞｰ)

各市町担当課

*相談日は、特記のないものは祝日及び年末年始を除く。
電話番号
場所（会場）

0558-23-7879
055-925-7879
中部 054-272-7879
西部 053-456-7879

月・火・木・金
月～金曜日
9:00～16:00
第2土曜日
水
14:00～20:00
（祝日・お盆・年
末年始を除く） 第2土曜
13:00～18:00

県男女共同参画課

年末年始、
祝日を除く毎日

女性相談センター

054-286-9217

電話相談専用

賀茂健康福祉センター

0558-22-9217
055-926-9217
054-644-9217
0538-33-9217

〒415-0016下田市中531-1

9:00～20:00

女性相談(ＤＶ等)

月～金曜日
ＤＶ被害を含む女性の悩みごと相談
（年末年始、祝日
を除く）

9:00～17:00

賀茂
東部

※全て中部地区の電話に
転送されます。

東部健康福祉センター
中部健康福祉センター
西部健康福祉センター

目次へ戻る
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インターネット相談の
ご利用はこちらから→
https://www.azareanavi.jp/shisetsu/soudan
/josei/

〒410-8543沼津市高島本町1-3
〒426-0075藤枝市瀬戸新屋362-1
〒438-8622磐田市見付3599-4

