
徳島弁護士会
088-652-5768
香川県弁護士会
087-822-3693
愛媛弁護士会
089-941-6279

高知弁護士会
088-872-0324

予約時にお問い合わせください

相談担当の弁護士から個別に連絡します

相談担当の弁護士をご紹介しますので
個別にご連絡願います

相談担当の弁護士から個別に連絡します

平日 9:00～17:00

平日 9:00～12:00,13:00～17:00

平日 9:00～12:00,13:00～17:00

平日 9:00～12:00,13:00～16:00

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

　賠償請求や申立てに関する手続き、各種公的支援制度等に関する情報提供を行っています。
ぜひ、お気軽にお電話ください。

〈原子力損害賠償・廃炉等支援機構ホームページ〉
　http://www.ndf.go.jp

お問い合わせ先:原子力損害賠償・廃炉等支援機構 福島事務所

①　仮設住宅

②　借上住宅など
　自治会などと連携を取りながら、住民の方々が交流する場所等にて相談会を開催しています。

佐賀県弁護士会
0952-24-3411
長崎県弁護士会
095-824-3903
熊本県弁護士会
096-325-0009
大分県弁護士会
097-536-1458

鹿児島県弁護士会
099-226-3765
沖縄弁護士会
098-865-3737

福岡県弁護士会
0570-783-552

平日 9:00～12:00,13:00～17:00

平日 9:00～17:00

平日 9:00～17:00

平日 9:00～17:00

平日 9:00～17:00

平日 9:00～12:00,13:00～17:00

（福岡地区・筑豊地区）
平日 9:00～17:00

（北九州地区・筑後地区）
平日 9:00～12:00,13:00～17:00

相談担当の弁護士から個別に連絡します

相談担当の弁護士から個別に連絡します

相談担当の弁護士から個別に連絡します

相談担当の弁護士から個別に連絡します

相談担当の弁護士から個別に連絡します

相談担当の弁護士から個別に連絡します

予約時にお問い合わせください

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

鹿児島県

沖縄県

福岡県

<郡山市> 指定駐車場をご利用いただけます（無料駐車券をお渡しします）。
機構 福島事務所
郡山市駅前一丁目15番6号
明治安田生命郡山ビル1階

毎週 金･土
(1/1(金),2(土)を除く)
開催時間 10:00～18:00

<福島市> コラッセふくしま駐車場をご利用いただけます（無料駐車券をお渡しします）。

コラッセふくしま
福島市三河南町1番20号

<会津若松市> 併設の無料駐車場をご利用いただけます。

会津労働福祉会館2階
会津若松市西栄町7番9号

<白河市> 併設の無料駐車場をご利用いただけます。

1/17(日),2/21(日)
開催時間 10:00～17:00

福島県白河合同庁舎 
　　　　別棟「大会議室」
白河市昭和町269

◆福島県内における無料の巡回相談

◆行政書士による電話での無料の情報提供

◆ 各 地 の 無 料 個 別 相 談 会（ 続き）

<いわき市> 併設の無料駐車場をご利用いただけます。

いわき市文化センター2階
いわき市平字堂根町1-4

勿来市民会館　1階
いわき市錦町上川田21

1/16(土),2/20(土)
開催時間 11:00～18:00

<南相馬市> 併設の無料駐車場をご利用いただけます。

原町生涯学習センター （旧サンライフ南相馬）
南相馬市原町区小川町322-1

●受付時間 9:00～17:00 ●土日祝日も受付（12/28（月）～1/5（火）を除く） ●通話料無料

●受付時間 10:00～17:00 ●月曜日～土曜日（12/29（火）～1/3（日）を除く） ●通話料無料

予約ダイヤル
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予 約 受 付 時 間
※「平日」はいずれも月～金お問い合わせ先 相談日時・場所

0120-330-540

0120-013-814

　電話で弁護士とご相談いただくこともできます。（毎週火・木曜日 10:00～12:00）
事前予約のうえ、お気軽にご利用ください。

◆弁護士による無料の電話相談

●受付時間 10:00～17:00 ●月曜日～土曜日（12/29（火）～1/3（日）を除く） ●通話料無料
0120-013-814
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1

毎週 水･土
(1/2(土),6(水)を除く)
開催時間 10:00～18:00

1/13(水),23(土),2/10(水),27(土)
開催時間 11:00～18:00

1/ 8(金),10(日),13(水),15(金),22(金),24(日),
   27(水),29(金),31(日)
2/ 5(金),7(日),10(水),12(金),14(日),19(金),
   24(水),26(金),28(日)
開催時間 11:00～18:00

1/10(日),24(日),2/7(日),21(日)
開催時間 11:00～16:30

　機構の委嘱を受けた弁護士を始めとする専門家が福島県内の各仮設住宅を訪ね、集会所等で個別相談会を実
施しています。開催日が近づきましたら、仮設住宅の集会所掲示板や、戸別のご案内等によりお知らせいたします。

（※）各施設とも、駐車台数に限りがございますので、満車の場合にはご容赦願います。

事前予約をお願いします ● 受付時間 9:00～17:00
●土日祝日も受付
　（12/28（月）～1/5（火）を除く）
●通話料無料0120-330-540予　　約

ダイヤル

福島県外の
情報は
見開きを
ご覧ください原子力損害賠償・廃炉等支援機構

（2016.1.1）

政府出資の 原子力損害賠償に関するご相談は

各種相談会をぜひご利用ください!! 弁護士が対応 1回1時間 継続相談も可能

（大雪等の悪天候の場合には相談会を中止させていただく場合があります）



金沢弁護士会
076-221-0242

相談担当の弁護士をご紹介しますので
個別にご連絡願います平日 9:00～17:00

富山県弁護士会
076-421-4811 平日 9:00～17:30 相談担当の弁護士から個別に連絡します

石川県

富山県

広島弁護士会
紙屋町法律相談センター

082-225-1600
「原発損害賠償の件」とお伝えください。
追って担当から個別に連絡します。

10:00～16:00
(火曜日を除く)広島県

山口県弁護士会
083-922-0087 相談担当の弁護士から個別に連絡します平日 9:00～12:00,13:00～17:00山口県

◆各地の無料個別相談 会 弁護士が対応 1回1時間 継続相談可

茨城県弁護士会 ※各会場には駐車場がございませんので、自家用車でご来場の方は近隣の有料駐車場をご利用ください。

相談担当の弁護士をご紹介しますので
個別にご連絡願います

秋田弁護士会
018-896-5599 平日 9:00～17:00

相談担当の弁護士から個別に連絡します仙台弁護士会
022-223-2383 平日 10:00～15:00

相談担当の弁護士から個別に連絡します岩手弁護士会
019-623-5005 平日 9:00～17:00

相談担当の弁護士から個別に連絡します函館弁護士会
0138-41-0232 平日 10:00～16:00

相談担当の弁護士から個別に連絡します旭川弁護士会
0166-51-9527 平日 10:00～17:00

相談担当の弁護士から個別に連絡します釧路弁護士会
0154-41-3444 平日 9:00～17:00

日時：火・水・金 13:00～16:00
場所：水戸相談センター 水戸市大町2-2-75
            茨城県弁護士会館2階

(水戸) 029-227-1133 平日 13:00～16:00

日時：毎週 月曜 13:00～16:00
場所：土浦相談センター 土浦市中央1-13-3 
　　　　大国亀城公園ハイツ304 茨城県弁護士会土浦支部内

(土浦) 029-875-3349 平日 9:00～17:00

日時：毎週 木曜 13:00～16:00　
場所：日立商工会議所 日立市幸町1-21-2(日立) 029-227-1133 平日 13:00～16:00

相談担当の弁護士をご紹介しますので
個別にご連絡願います

栃木県弁護士会
028-689-9000

平日 10:30～12:00
13:00～16:30

相談担当の弁護士をご紹介しますので
個別にご連絡願います

札幌弁護士会
011-251-7730

平日 9:00～12:00
13:00～16:00

相談担当の弁護士から個別に連絡します青森県弁護士会
017-777-7285 平日 9:00～17:00

秋田県

宮城県

岩手県

毎日 (土日祝日も受付)
9:00～17:00

(12/28（月）～1/5（火）を除く)

山形県

北海道

茨城県

栃木県

青森県

長野県弁護士会

静岡県弁護士会

予約時にお問い合わせください

福井弁護士会
0776-23-5255 相談担当の弁護士から個別に連絡します平日 9:00～12:00,13:00～17:00

(長野) 026-232-2104 平日 9:30～16:30

岐阜県弁護士会
058-265-0020

相談担当の弁護士をご紹介しますので
個別にご連絡願います平日 9:00～17:00

(松本) 0263-35-8501 平日 9:30～17:30

(佐久) 0267-78-3901 平日 9:30～12:00,13:00～16:30
(諏訪) 0266-58-5628 平日 10:00～16:30
(伊那) 0265-98-0088 平日 9:00～15:00
(飯田) 0265-48-0664 平日 9:00～12:00,13:00～15:00

(静岡) 054-252-0008
(浜松) 053-455-3009
(沼津) 055-931-1848

相談担当の弁護士から個別に連絡します平日 13:00～16:00

兵庫県弁護士会
078-341-1717

相談担当の弁護士をご紹介しますので
個別にご連絡願います平日 9:30～12:00,13:00～16:00

大阪弁護士会
06-6364-1248

平日 9:00～20:00
土曜日 10:00～15:30

京都弁護士会
075-231-2378 相談担当の弁護士から個別に連絡します

相談担当の弁護士から個別に連絡します

平日 9:00～12:00,13:00～17:00

和歌山弁護士会
073-422-4580 相談担当の弁護士から個別に連絡します平日 9:00～12:00,13:00～17:00

(上田) 0268-27-6049 平日 9:30～12:00,13:00～15:00

山梨県弁護士会
055-235-7202

相談担当の弁護士をご紹介しますので
個別にご連絡願います平日 9:00～12:00,13:00～17:00

滋賀弁護士会
077-522-3238 相談担当の弁護士から個別に連絡します平日 9:00～12:00,13:00～17:00

奈良弁護士会
0742-22-2035 相談担当の弁護士から個別に連絡します平日 9:30～17:00

福井県

長野県

岐阜県

静岡県

兵庫県

大阪府

京都府

和歌山県

山梨県

滋賀県

平日 9:00～17:00三重弁護士会
059-228-2232 相談担当の弁護士から個別に連絡します三重県

平日 10:00～16:00愛知県弁護士会
052-203-1651

相談担当の弁護士をご紹介しますので
個別にご連絡願います愛知県

奈良県

島根県弁護士会
0852-21-3450 相談担当の弁護士から個別に連絡します平日 9:00～12:00,13:00～17:00

岡山弁護士会
086-223-4401 相談担当の弁護士から個別に連絡します平日 9:00～17:00

島根県

岡山県

村
山
エ
リ
ア

四国・九州・沖縄地区については裏面をご覧ください

原子力損害賠償・廃炉等支援機構
福島事務所
0120-330-540

予 約 受 付 時 間
※「平日」はいずれも月～金お問い合わせ先 相談日時・場所 予 約 受 付 時 間

※「平日」はいずれも月～金お問い合わせ先 相談日時・場所

置
賜
エ
リ
ア

（米沢市）
日時：1月29日（金）10：00～16：00 個別相談
　　　2月27日（土）10：00～16：00 個別相談
場所：米沢市置賜総合文化センター 米沢市金池3-1-14

相談担当の弁護士から個別に連絡します群馬弁護士会
027-234-9321

平日 9:00～12:00
13:00～17:00群馬県

新潟県 相談担当の弁護士から個別に連絡します新潟県弁護士会
025-226-8855

平日 9:00～12:00
13:00～17:00

相談担当の弁護士から個別に連絡します山形県弁護士会
023-635-3648 平日 9:00～17:00

（山形市）
日時：1月17日（日）10：00～16：00 個別相談
            2月12日（金）10：00～16：00 個別相談
場所：山形市総合福祉センター 山形市城西町2-2-22

上記以外に1月24日（日）に浦和において住居確保損害の説明会および原子力損害賠償全般の個別相談会を開催します。
詳しくは原子力損害賠償・廃炉等支援機構 福島事務所(　  0120-330-540)までお問い合わせください。

上記以外に1月30日（土）に江東区において住居確保損害の説明会および原子力損害賠償全般の個別相談会を開催します。
詳しくは原子力損害賠償・廃炉等支援機構 福島事務所(　  0120-330-540)までお問い合わせください。

相談担当の弁護士から個別に連絡します千葉県弁護士会
043-227-8431 平日 10:00～16:00千葉県

相談担当の弁護士から個別に連絡します埼玉弁護士会
048-863-5255 平日 9:00～17:00

埼玉県

相談担当の弁護士から個別に連絡します平日 10:00～15:00(霞が関) 03-3581-1511
相談担当の弁護士から個別に連絡します平日 9:30～12:00,13:00～16:30(多摩) 042-548-3800

原子力損害賠償・廃炉等支援機構 東京本部

東京弁護士会,第一東京弁護士会,第二東京弁護士会

東京都
月曜日～土曜日
10:00～17:00

日時：毎週 火・木 10:00～12:00（12/29（火）、31（木）を除く）
場所：東京都港区虎ノ門2-2-5 共同通信会館5階
※弁護士による対面または電話でのご相談を事前予約制で承ります。

原子力損害賠償・廃炉等支援機構
東京本部

    0120-013-814

神奈川県 横浜弁護士会
045-211-7701 平日 10:00～17:00 次回の説明会・個別相談会については横浜弁護士会ホーム

ページ（yokoben.or.jp）等でお知らせします

上記以外に2月13日（土）に水戸市において住居確保損害の説明会および原子力損害賠償全般の個別相談会を開催します。
詳しくは原子力損害賠償・廃炉等支援機構 福島事務所(　  0120-330-540)までお問い合わせください。


