【兵庫県】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
※新型コロナウイルスの影響により、相談会を中止又は内容を変更して実施する場合がございますので、ご利用の際にはホームペー
ジをご確認いただくか、電話でお問い合わせの上、お越しください。
兵庫県弁護士会実施分
対象者

方式

地区
神戸

一般消費者
事業者

面談

阪神南
中播磨

相談会場
県弁護士会神戸相談所
（県弁護士会館 2 階）
県弁護士会阪神相談所
（フェスタ立花北館 5 階 501C 号）
県弁護士会西播磨相談所

日時

連絡先・その他
13:00～15:00

月～金曜
金曜

13:00～16:00

月曜・水曜・木曜
15:00～17:00

（県弁護士会姫路支部会館内）

予約制：神戸相談所

078-341-1717

(平日 9：30～12：00、13：00～16：00)
予約制：阪神相談所

06-4869-7613

(平日 9：30～12：00、13：00～16：00)
予約制：西播磨相談所

079-286-8222

(平日 9：30～12：00、13：00～16：00)

兵庫県司法書士会実施分
※新型コロナウイルスの影響により、一部の会場は中止している場合がございますので、ご利用の際には必ず兵庫県司法書士会ホーム
ページの「無料相談会カレンダー」でご確認いただきお越しください。
対象者

方式

地区

相談会場
兵庫県司法書士会館（神戸）

一般消費者
事業者

面談

日時

連絡先・その他

毎週火・金

17:00～19:00

祝日休み

予約制：兵庫県司法書士会総合相談センター

078-341-2755
(平日 9：00～17：00)

神戸

予約制（先着 10 名）：明石支部
神戸市西区文化センター

月2回

13:30～16:00

078-977-7730
(平日 9：00～17：00)

阪急塚口駅南さんさんタウン 2 番館 4 階
阪神南

毎週土曜

13:00～15:00

ACTA 西宮西館 5 階

毎週土曜

13:30～16:00

西宮市消費生活センター内

祝日休み

コミュニティひろば集会室（尼崎）

日生中央センタービル 3 階（猪名川町）

18:30～20:00

毎週火曜

（最終受付 19:45）祝日休み
第 2･4 水曜

伊丹市立文化会館（いたみホール）5 階

18:00～20:00

（最終受付 19:40）
第 1･3 土曜

13:00～15:00

会館休館日休み
阪神北

川西市商工会館 3 階

13:00～15:00

毎週土曜

（最終受付 14:45）
第 1･3 水曜

JR 三田駅前 1 番館（キッピーモール 6 階）
一般消費者

面談

17:30～19:00

祝日休み
第 2･4 土曜

13:00～15:00

祝日・連休前後休み

事業者
宝塚市立男女共同参画センター・エル
（「ソリオⅡ」
）4 階

加古川市立勤労会館
東播磨
明石商工会議所

北播磨

加東市社福祉センター

第 2･4 木曜

13:00～15:00

第 1･3･5 土曜 13:00～15:00
祝日休み
第 2･4 火曜

18:00～19:25

祝日休み

予約制：播磨支部
080-1417-4134
(平日 9：00～17：00)

第 2 土曜

9:00～12:00

（最終受付 11:00）
毎週土曜

13:30～16:30

祝日・連休前後休み

予約制：東播支部
0795-42-6534
(平日 9：00～17：00)

中播磨

姫路労働会館

第 1･3 日曜

福崎町文化センター（エルデホール南隣） 第 2 土曜

西播磨

但馬
一般消費者

面談

事業者

13:00～15:30

13:00～15:30

たつの市産業振興センター

第 4 土曜

9:00～12:00

赤穂市民会館

第 3 土曜

9:30～12:00

宍粟防災センター

第 2 土曜

9:00～12:00

豊岡市民プラザ(アイティ 7 階)

第 3 土曜

13:00～16:00

和田山ジュピターホール

第 1 土曜

13:00～16:00

浜坂多目的集会施設

第 2 土曜

13:00～16:00

柏原住民センター

第 3 木曜

13:30～16:00

予約制(予約は 2 日前の 17 時まで)：
但馬支部 0796-23-8011
(平日 9：00～17：00)

予約制(予約は前日の 12 時まで・先着 8

丹波
丹波篠山市民センター

第 3 土曜

13:30～16:00

名)：たんば支部 079-558-8138
(平日 9：00～17：00)
予約制(先着 8 名)：淡路支部

淡路

洲本市文化体育館

第 3 水曜

18:00～21:00

0799-25-3230
(平日 9：00～17：00)

毎週月曜
なのはな相談センターひょうご
電話

12:00～15:00

(最終受付 14：45)
毎週木曜

16:00～19:00

078-341-8833

(最終受付 18：45) 祝日休み

相談
兵庫県司法書士会電話相談

毎週火曜

13:00～16:00

毎週金曜

14:00～17:00

祝日休み
連絡先が空欄の場合は、予約不要ですので、直接会場にお越しください。
相談会場は、兵庫県司法書士会

相談電話番号

078-341-2755 までお問い合わせください（平日 9 時～17 時）

相談電話番号
078-341-9052

兵庫県(法テラス実施分)
対象者

方式

地区
神戸

相談会場

日時

法テラス兵庫

毎週月～金曜

(神戸市中央区東川崎町 1-1-3 神戸クリ
スタルタワー13 階)

一般消費者
事業者

法テラス阪神
面談

阪神

播磨

(尼崎市七松町 1-2-1 フェスタ立花北館 5 階)

連絡先・その他
10：00～12：00

予約制：法テラス兵庫

13：00～16：00

050-3383-5440

(土日･祝日及び年末年始を除く)
毎週月～木

13:00～16:00

(土日･祝日及び年末年始を除く)

(平日 9：00～17：00)
予約制：法テラス阪神
050-3383-5445
(平日 9：00～17：00)

法テラス姫路

毎週月～金曜

13：30～16：30

予約制：法テラス姫路

(姫路市北条 1-408-5 光栄産業(株)第 2 ビル)

毎週火.金

10：00～12：00

050-3383-5448

(土日･祝日及び年末年始を除く)

(平日 9：00～17：00)

公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会
対象者

一般消費者

方式
電話
相談
・
面談

相談会場
大阪カウンセリングセンター

日時

連絡先・その他

毎週月～金曜 14：00～17：00

電話相談・予約電話番号
0570-031640
（平日）
10：00～12：40
14：00～16：40

(土日･祝日及び年末年始を除

（大阪市中央区南本町 4-2-21 イヨビルディング 6 階） く)

