
○全国の司法書士総合相談センターの相談件数の推移

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合

平成19年度 11,549 18.9% 26,065 42.6% 12,454 20.3% 7,211 11.8% 127 0.2% 3,848 6.3% 61,254 100%

平成20年度 14,501 21.7% 23,626 35.4% 15,352 23.0% 8,535 12.8% 188 0.3% 4,549 6.8% 66,751 100%

平成21年度 15,439 22.6% 17,742 25.9% 18,934 27.7% 11,001 16.1% 229 0.3% 5,118 7.5% 68,463 100%

平成22年度 16,144 24.0% 15,633 23.3% 18,722 27.8% 11,913 17.7% 254 0.4% 4,566 6.8% 67,232 100%

平成23年度 17,957 28.6% 8,363 13.3% 18,596 29.6% 11,905 18.9% 332 0.5% 5,730 9.1% 62,883 100%

平成24年度 19,895 29.9% 6,791 10.2% 19,121 28.7% 13,679 20.6% 336 0.5% 6,717 10.1% 66,539 100%

平成25年度 20,905 30.5% 5,978 8.7% 20,523 30.0% 14,404 21.0% 346 0.5% 6,295 9.2% 68,451 100%

平成26年度 23,880 32.4% 6,016 8.2% 21,190 28.8% 15,623 21.2% 300 0.4% 6,637 9.0% 73,646 100%

司法書士会
関係

その他
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※ 一覧表掲載情報は、《上記の日》現在、各司法書士会から日司連に提供されている情報です。最新情報は各司法書士会にご確認ください。

№ 司法書士総合相談センターの名称 都道府県 所在地

1 札幌司法書士会法律相談センター 北海道 札幌市中央区大通西１３丁目４番地 中菱ビル３階

2 札幌司法書士会 岩見沢地区法律相談センター 北海道 岩見沢市有明町南１番地７ 岩見沢市イベントホール赤れんが内

3 札幌司法書士会 滝川地区法律相談センター 北海道 滝川市新町３丁目６番４４号 たきかわ文化センター内

4 札幌司法書士会 苫小牧地区法律相談センター 北海道 苫小牧市旭町３丁目２番２号 苫小牧市民会館内

5 札幌司法書士会 小樽地区法律相談センター 北海道 小樽市色内２丁目１３番５号 小樽市民センター（マリンホール）内

6 札幌司法書士会 室蘭地区法律相談センター 北海道 室蘭市東町４丁目２９番１号 中小企業センター

7 札幌司法書士会 夕張地区法律相談センター 北海道 夕張市若菜８番地２２ 若菜ふれあいサロン

8 札幌司法書士会 困りごと”ほっと”ライン 北海道 札幌市中央区大通西１３丁目４番地 中菱ビル３階

9 札幌司法書士会 なのはな相談センター 北海道 札幌市中央区大通西１３丁目４番地 中菱ビル３階

10 函館司法書士総合相談センター 北海道 函館市千歳町21番13号 桐朋会館3階

11 司法書士総合相談センターあさひかわ 北海道 旭川市1条通8丁目 フィール旭川７階

12 釧路司法書士会司法書士総合相談センター 北海道 釧路市宮本町1丁目2番4号

13 宮城県司法書士会総合相談センター 宮城県 仙台市青葉区春日町8番1号

14 大崎司法書士相談センター 宮城県 大崎市古川旭四丁目2-1 アサヒビル102号室

15 石巻司法書士相談センター 宮城県 石巻市鋳銭場5-9 いせんばプラザ102

16 仙南司法書士相談センター 宮城県 柴田郡大河原町大谷字町向100-9

17 気仙沼司法書士相談センター 宮城県 気仙沼市田谷8-1

18 南三陸司法書士相談センター 宮城県 本吉郡南三陸町志津川字沼田160番地１

19 山元司法書士相談センター 宮城県 亘理郡山元町山寺字山下89番地

20 女川司法書士相談センター 宮城県 牡鹿郡女川町女川浜字大原190 女川町総合運動公園内

21 福島司法書士総合相談センター 福島県 福島市新浜町6番28号

22 あいづ司法書士総合相談センター 福島県 福島市新浜町6番28号

23 いわき司法書士総合相談センター 福島県 福島市新浜町6番28号

24 白河司法書士総合相談センター 福島県 福島市新浜町6番28号

25 相双司法書士総合相談センター 福島県 福島市新浜町6番28号

26 郡山司法書士総合相談センター 福島県 福島市新浜町6番28号

27 司法書士相談センターやまがた 山形県 山形市緑町1－4－35

28 司法書士相談センターおきたま 山形県 山形市緑町1－4－35

29 司法書士相談センターしんじょう 山形県 山形市緑町1－4－35

30 司法書士相談センターしょうない 山形県 山形市緑町1－4－35
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31 岩手県司法書士会総合相談センター 岩手県 盛岡市本町通2-12-18

32 秋田県司法書士会総合相談センター秋田 秋田県 秋田市山王6-3-4

33 秋田県司法書士会総合相談センター大館 秋田県 秋田市山王6-3-4

34 秋田県司法書士会総合相談センター能代 秋田県 秋田市山王6-3-4

35 秋田県司法書士会総合相談センター本荘 秋田県 秋田市山王6-3-4

36 秋田県司法書士会総合相談センター大曲 秋田県 秋田市山王6-3-4

37 秋田県司法書士会総合相談センター横手 秋田県 秋田市山王6-3-4

38 秋田県司法書士会総合相談センター湯沢 秋田県 秋田市山王6-3-4

39 青森県司法書士会総合相談センター 青森県 青森市長島3丁目5番16号

40 東京司法書士会総合相談センター(面談相談） 東京都 新宿区本塩町9-3 司法書士会館1階

41
東京司法書士会総合相談センター(司法書士ホット
ライン）

東京都 新宿区本塩町9-3 司法書士会館

42 東京司法書士会三多摩総合相談センター 東京都 立川市曙町2-34-13 オリンピック第3ﾋﾞﾙ202-A

43 神奈川県司法書士会 総合相談センターかながわ 神奈川県 横浜市中区吉浜町1番地

44 埼玉司法書士会浦和総合相談センター 埼玉県 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・203号室

45 埼玉司法書士会熊谷総合相談センター 埼玉県 熊谷市宮町2丁目132番地 林ビル4階

46 埼玉司法書士会越谷総合相談センター 埼玉県 越谷市越ケ谷2丁目8番22号 エースビル越ケ谷2階

47 埼玉司法書士会所沢総合相談センター 埼玉県 所沢市緑町1丁目18番15号 メゾンボヌール1階

48 ちば司法書士総合相談センター 千葉県 千葉市美浜区幸町2-2-1

49 司法書士総合相談センター茨城（水戸） 茨城県 水戸市五軒町1丁目3番16号

50 司法書士総合相談センター茨城（つくば） 茨城県 つくば市花島新田7－3

51 司法書士総合相談センター茨城（古河） 茨城県 古河市下大野2248

52 司法書士総合相談センター茨城（電話相談） 茨城県 水戸市五軒町1丁目3番16号

53 栃木県司法書士会総合相談センター宇都宮 栃木県 宇都宮市幸町1番4号

54 栃木県司法書士会総合相談センター足利 栃木県 足利市通三丁目2757番地

55 栃木県司法書士会総合相談センター小山 栃木県 小山市城東1丁目6番36号

56 栃木県司法書士会総合相談センター日光 栃木県 日光市今市304番地3

57 栃木県司法書士会総合相談センター那須塩原 栃木県 那須塩原市太夫塚1丁目194番地78

58
群馬司法書士総合相談センター・無料法律相談セ
ンター

群馬県 前橋市本町1-5-4

59
群馬司法書士総合相談センター・常設相談セン
ター前橋

群馬県 前橋市本町1-5-4

60
群馬司法書士総合相談センター・一般・クレサラ相
談センター

群馬県 前橋市本町1-5-4
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61 司法書士総合相談センターしずおか 静岡県 静岡市駿河区稲川1－1－1

62 山梨県司法書士会総合相談センター甲府 山梨県 甲府市北口1-6-7

63 山梨県司法書士会総合相談センター峡北 山梨県 北杜市長坂町長坂上条2398

64 山梨県司法書士会総合相談センター峡南 山梨県 南巨摩郡身延町飯富1872-1

65
山梨県司法書士会総合相談センター東部富士五
湖

山梨県 南都留郡富士河口湖町河口617-2

66 長野県司法書士会司法書士総合相談センター 長野県 長野市妻科３９９

67 新潟県司法書士会総合相談センター 新潟県 新潟市中央区笹口１丁目１１番地１５

68 名古屋総合相談センター 愛知県 名古屋市熱田区新尾頭一丁目１２番３号 愛知県司法書士会館内

69 西三河総合相談センター 愛知県
岡崎市羽根町字貴登野１５番地;
岡崎市シビックセンター２Ｆ 西三河支部事務所内

70 東三河総合相談センター 愛知県
豊橋市前田南町一丁目１番地１;
タワーレジデンスＨＡＤＡ２０４号 豊橋支部事務所内

71 一宮総合相談センター 愛知県
一宮市栄三丁目１番２号 尾張一宮駅前ビル（i-ビル）６階;
一宮支部事務所内

72 半田総合相談センター 愛知県
半田市昭和町２丁目４８番地 三愛ビル３階;
半田支部事務所内

73 愛知県司法書士会電話ガイド 愛知県 名古屋市熱田区新尾頭一丁目１２番３号

74 三重県司法書士会総合相談センター 三重県 津市丸之内養正町17番17号

75 ぎふ司法書士総合相談センター 岐阜県 岐阜市金竜町5-10-1

76 西濃司法書士総合相談センター 岐阜県 岐阜市金竜町5-10-1

77 中濃司法書士総合相談センター 岐阜県 岐阜市金竜町5-10-1

78 東濃司法書士総合相談センター 岐阜県 岐阜市金竜町5-10-1

79 郡上司法書士総合相談センター 岐阜県 岐阜市金竜町5-10-1

80 高山司法書士総合相談センター 岐阜県 岐阜市金竜町5-10-1

81 福井県司法書士会相談センター 福井県 福井市大手三丁目15-12 フェニックスビル5階 5Ｂ・5Ｃ

82
石川県司法書士総合相談センター（へるぷねっとい
しかわ）

石川県 金沢市新神田4-10-18

83 富山県司法書士会総合相談センター 富山県 富山市神通本町一丁目３番１６号;エスポワール神通３階

84 司法書士総合相談センター北 大阪府 大阪市北区西天満４丁目７番１号 北ビル１号館２階202号室

85 司法書士総合相談センター堺 大阪府 堺市堺区南花田口町２丁３番２０号 三共堺東ビル８階

86 司法書士総合相談センター泉佐野 大阪府 泉佐野市上町３丁目１１番４８号 泉佐野市消費生活センター内(泉佐野駅前すぐ)

87 京都司法書士会総合相談センター 京都府 京都市中京区柳馬場通夷川上ル五丁目２３２番地の１

88 兵庫県司法書士会総合相談センター 兵庫県 神戸市中央区楠町2丁目2番3号

89 奈良県司法書士総合相談センター 奈良県 奈良市西木辻町320番地の5

90 滋賀県司法書士総合相談センター大津 滋賀県 大津市末広町7-5
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91 滋賀県司法書士総合相談センター彦根 滋賀県 大津市末広町7-5

92 司法書士総合相談センター和歌山 和歌山県 和歌山市岡山丁24番地

93 司法書士総合相談センター田辺 和歌山県 田辺市民総合センター（田辺市湊1619番地の8）

94 司法書士総合相談センター橋本 和歌山県 橋本商工会館(橋本市市脇一丁目3-18）

95 広島司法書士会総合相談センター 広島県 広島市中区上八丁堀6番69号

96 広島司法書士会福山総合相談センター 広島県 福山市若松町7番7号 尾崎ビル1階（裁判所正門前）

97 広島司法書士会北部総合相談センター 広島県 三次市十日市西6丁目10番45号 みよしまちづくりセンター内

98 山口県司法書士会総合相談センター山口 山口県 山口市駅通り2丁目9番15号 山口県司法書士会

99 山口県司法書士会総合相談センター下関 山口県 下関市細江町3-1-1 下関市生涯学習プラザ

100 山口県司法書士会総合相談センター萩 山口県 萩市大字江向356番地3 萩総合福祉センター

101 山口県司法書士会総合相談センター周南 山口県 下松市大手町2丁目3番1号 下松中央公民館

102 山口県司法書士会総合相談センター岩国 山口県 岩国市麻里布町7丁目1番2号 岩国市福祉会館

103 おかやま総合相談センター 岡山県 岡山市北区富田町2-9-8

104 つやま総合相談センター 岡山県 津山市小田中225-1 ふたつぎビル3階

105 くらしき総合相談センター 岡山県 倉敷市昭和2-3-22

106 鳥取県司法書士会総合相談センター 鳥取県 鳥取市西町1丁目314-1

107 司法書士総合相談センター松江 島根県 松江市南田町26番地

108 司法書士総合相談センター出雲 島根県 松江市南田町26番地

109 司法書士総合相談センター益田 島根県 松江市南田町26番地

110 香川県東司法書士総合相談センター 香川県 高松市西内町１０－１７

111 香川県西司法書士総合相談センター 香川県 丸亀市大手町２－４－２０（丸亀市民会館）

112 香川県しま司法書士総合相談センター 香川県 香川県小豆郡小豆島町池田２１２４（小豆島町農村環境改善センター）

113 司法書士徳島総合相談センター 徳島県 徳島市南前川町４丁目４１番地

114 司法書士徳島西総合相談センター 徳島県
美馬市脇町猪尻西分１１６－１ 脇町ショッピングセンターパルシー２階;
美馬市脇町大字脇町１３０３－３ 美馬市役所 脇町庁舎内（美馬市社会福祉協議会）

115 司法書士徳島南総合相談センター 徳島県 阿南市富岡町北通３３－１ 阿南ひまわり会館

116 高知県司法書士会総合相談センター（高知会場） 高知県 高知市越前町2丁目6番25号

117
高知県司法書士会総合相談センター（四万十会
場）

高知県 四万十市右山五月町8番3号

118 高知県司法書士会総合相談センター（安芸会場） 高知県 安芸市寿町2-8

119 高知県司法書士会総合相談センター（須崎会場） 高知県 須崎市新町２丁目7番15号

120
高知県司法書士会総合相談センター（クレサラ相
談）

高知県 高知市越前町2丁目6番25号
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121
高知県司法書士会総合相談センター（成年後見相
談）

高知県 高知市越前町2丁目6番25号

122 愛媛県司法書士会総合相談センター松山 愛媛県 松山市南江戸1丁目4番14号 愛媛県司法書士会合同会館

123 愛媛県司法書士会総合相談センター久万高原 愛媛県
上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1
（久万高原町社会福祉協議会 美川支所）

124 愛媛県司法書士会総合相談センター三崎 愛媛県
西宇和郡伊方町三崎692番地;
（三崎総合支所2階第2会議室）

125 愛媛県司法書士会総合相談センター宇和島 愛媛県 宇和島市曙町1番地（宇和島市役所）

126
愛媛県司法書士会総合相談センター宇和島（日吉
会場）

愛媛県 北宇和郡鬼北町大字下鍵山463番地（日吉保健センター）

127 司法書士会・福岡東総合相談センター 福岡県 福岡市東区千早5丁目21番1号矢野ビル2階;（福岡東支部事務局内）

128 司法書士会・福岡西総合相談センター 福岡県 福岡市早良区祖原14番13号 ロマネスク西新208号;（福岡西支部事務局内）

129 司法書士会・福岡南総合相談センター 福岡県
筑紫野市二日市中央5丁目3番16号;
筑紫法務センター1階 （福岡南支部事務局内）

130 司法書士会・筑後総合相談センター 福岡県
久留米市城南町22番地の14
城南ビル2階 （筑後支部事務局内）

131 司法書士会・北九州総合相談センター 福岡県
北九州市小倉北区田町11番10号;
オークラ田町ハイツ202号 （北九州支部事務局内）

132 司法書士会・筑豊京築総合相談センター 福岡県
田川市栄町2番3号
第1大城ビル2階; （筑豊支部事務局内）

133 司法書士総合相談センター佐賀 佐賀県 佐賀市中の小路7－3

134 司法書士総合相談センター長崎 長崎県 長崎市興善町4-1

135 司法書士総合相談センター佐世保 長崎県 佐世保市木場田町3-34土井総合ビル2Ｆ

136 司法書士総合相談センター県央 長崎県 諫早市高城町5-25 高城会館内

137 大分県司法書士総合相談センター 大分県 大分市城崎町2-3-10

138 熊本県司法書士会総合相談センター熊本 熊本県 熊本市中央区大江4丁目4番34号 熊本県司法書士会館

139 熊本県司法書士会総合相談センター宇城 熊本県 宇城市松橋町大野85 ウイングまつばせ

140 熊本県司法書士会総合相談センター山鹿 熊本県 山鹿市鹿本町来民686番地1 山鹿市鹿本生涯学習・健康センターひだまり

141 熊本県司法書士会総合相談センター阿蘇 熊本県 阿蘇市内牧976-2 阿蘇市農村環境改善センター 農業情報室

142 熊本県司法書士会総合相談センター玉名 熊本県 玉名市岩崎152番地2 玉名市民会館 第5会議室

143 熊本県司法書士会総合相談センター天草 熊本県 天草市港町13-5 本渡南地区コミュニティセンター

144 熊本県司法書士会総合相談センター人吉 熊本県 人吉市南泉田町3-3 人吉商工会議所 2階小会議室

145 鹿児島県司法書士総合相談センター 鹿児島県 鹿児島市鴨池新町１番３号 司調センター

146 大隈地区司法書士法律相談センター 鹿児島県
①志布志市有明町野井倉1756 志布志市役所（旧有明町役場） ②志布志市志布志
町志布志２丁目１－１ 志布志市役所志布志支所

147 司法書士総合相談センターみやざき 宮崎県 宮崎市旭1丁目8番39-1号 宮崎県司法書士会館内

148 司法書士総合相談センターこゆ 宮崎県 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋5138 高鍋商工会議所内

149 司法書士総合相談センターのべおか 宮崎県 ※随時

150 司法書士総合相談センターひゅうが 宮崎県 日向市中町1-31 日向市中央公民館内

151 司法書士総合相談センターにちなん 宮崎県
〔串間〕串間市大字西方9365-8 串間市総合保健福祉センター内;
〔日南〕日南市中央通り1丁目1番地1 日南市役所別館2階会議室;

日南市木山2丁目4-44 日南市生涯学習センターまなびピア内
152 司法書士総合相談センターみやこのじょう 宮崎県 宮崎県都城市姫城町10街区6号 都城市コミュニティセンター 2階

153 司法書士総合相談センターにしもろ 宮崎県 小林市細野367番地1 小林市社会福祉センター2階会議室
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154 なは司法書士総合相談センター 沖縄県 那覇市おもろまち4-16-33

155 やんばる司法書士総合相談センター 沖縄県

（問い合わせ先）
那覇市おもろまち4-16-33

（相談会場）
名護市大中1-19-24（名護市産業支援センター内）



 

 

 

 

空き家活用推進チームの設置について 
 
１ 要旨 
  市町が行う空き家活用の検討を支援するため，県が派遣することとした実践的アドバイスを行う専

門家を選任し，「空き家活用推進チーム」として設置します。 
この度，広島県空き家対策推進協議会及び広島県交流・定住促進協議会空き家活用部会の合同会議

において，キックオフセミナー等，市町への実践的アドバイスを開始いたしますのでお知らせします。 
 
２ チームの概要 
  市町による，活用可能な空き家の掘り起し，空き家バンクへの登録の促進，地域の実情に応じた空

き家活用策の検討等の支援を行うため，市町からの専門家の派遣要望を受け，課題に応じたチームメ
ンバーを派遣し，実践的アドバイスを行う。 

 
３ チームメンバー 

 区 分 氏 名 役 職 

大学教授 由
ゆ

 井
い

   義
よし

 通
みち

 広島大学大学院 教育学研究科 教授 

広報関係者 柳
やなぎ

   順
じゅん

 一
いち

 株式会社宝島社 「田舎暮らしの本」編集部 編集長 

ＮＰＯ 豊
とよ

 田
た

  雅
まさ

  子
こ

 ＮＰＯ法人 尾道空き家再生プロジェクト 代表理事 

司法書士 髙
たか

 尾
お

   昌
しょう

 二
じ

 広島司法書士会 会長 

各団体が課題に応じ

た人材を派遣 

土地家屋調査士 今
いま

 井
い

  秀
ひで

 明
あき

  広島県土地家屋調査士会 会長 

不動産鑑定士 上河内
か み ごう ち

   正
まさ

 和
かず

 
公益社団法人 

広島県不動産鑑定士協会 会長 

建築士 
元
もと

  廣
ひろ

  清
せい

  志
し

 
公益社団法人 

広島県建築士会 会長 

小
こ

  西
にし

  郁
いく

  吉
きち

 
一般社団法人 

広島県建築士事務所協会 会長 

宅地建物取引士 
津
つ

  村
むら

  義
よし

  康
やす

 
公益社団法人 

広島県宅地建物取引業協会 会長 

中
なか

  村
むら

  克
かつ

  己
み

  
公益社団法人 

全日本不動産協会広島県本部 本部長 

※必要に応じて市町の課題に対応した専門家を追加予定 

 
４ 会議開催日時等 
（１）日 時：平成２７年９月１５日（火）１３：１５～１６：４５ 
（２）場 所：広島県立総合体育館 大会議室（広島県広島市中区基町４-１） 
 
５ 会議概要 
（１） 空き家活用推進チームの設置報告 
（２） キックオフセミナー 

チームメンバーによる空き家の活用に関連したセミナーを実施 
   ① 広島大学大学院 教育学研究科 由井 教授 
   ② 株式会社宝島社 「田舎暮らしの本」編集部 柳 編集長 

③ ＮＰＯ法人尾道空き家再生プロジェクト 豊田 代表理事 
 
６ その他 
（１） 資料は，当日会場で配布します。 
（２） 傍聴を希望される場合は，事前に連絡してください。 

資 料 提 供 
平成２７年９月１１日 
課 名 住宅課 
担当者 宮﨑，奥野 
内 線 ４１６７ 
電 話 （０８２）５１３－４１６６ 

 

   
        

      


