
新型コロナウィルス感染拡大防止対策 2020/5/21 現在

 ★は 法テラス指定相談場所

相　談　名
通常の

相談方法
変更内容

★ 1  一般法律相談
月～金 午前9時30分～12時

午後1時～4時 面談

2
 民事家事当番弁護士
 無料相談

月～金
午前9時30分～12時
午後1時～4時 面談 中止

3  交通事故無料相談
月～金 午前9時30分～12時

午後1時～4時 面談 中止

4
 交通事故無料相談
　　（電話相談）

毎週月・水曜
午前9時30分～12時
午後1時～4時

電話相談 実施 専用電話 0570-078-325

5  クレジット・サラ金相談
月～金 午前9時30分～11時30分

午後1時～3時30分 面談 中止

6
 多重債務
 　　　 電話無料相談

月～金  午後1時～3時30分 電話相談 実施 専用電話 075-231-8855

★ 7  消費者被害相談
毎週水曜 午前9時30分～12時

午後1時～3時30分 面談 中止

★ 8  高齢者・障害者相談 面談 中止

9
 高齢者・障害者
　よろず相談 （電話相談）

毎週火曜  午後1時～3時30分 電話相談 実施 専用電話 075-253-6000

10
 遺言・相続
　　　   電話無料相談

月～金 午後1時～3時30分 電話相談 実施
申込専用電話 075-255-4990
受付後、折り返し30分以内に、弁護士が申込
者に電話する。

11
 子どもの権利１１０番
　（電話相談・面接相談）

毎週金曜  午後3時～4時30分
電話又は

面談
電話相談のみ

実施

12  ＤＶ被害相談 （紹介） 面談 実施

13  犯罪被害者支援相談 面談
お問い合わせ

ください。

14  公益通報者支援相談 面談
お問い合わせ

ください。

15
 中小企業のための
　ひまわりほっとダイヤル

面談
電話相談のみ

実施

申込専用電話 075-231-1414
受付後、原則２４時間以内に弁護士が電話す
る。電話又はスカイプ等の方法で相談する。

16
 女性弁護士による
 女性のための電話無料相談

電話相談 実施 相談専用電話 075-231-2355

京都弁護士会 住宅紛争審査会　TEL 075-253-0634

17  住宅リフォーム相談

18  保険付き住宅相談
月～金  午前10時～午後5時

19  評価住宅相談

京都弁護士会館で行う各種法律相談の臨時対応

変更期間 ： ２０２０年３月１２日（木）～６月１５日（月）

相 談 日 時

　予約制の電話相談に切り替え（2枠）。

　毎月第1・第3木曜
　　　　　　　　午後1時～4時

お問い合せ下さい

お問い合せ下さい

お問い合せ下さい

　【受付日時】
　　　月～金 　午前10時～12時
　　　　　　　　　午後1時～4時

毎週　火：正午～午後2時
　　　木：午後3時～5時

住宅リフォーム・紛争処理支援センターの相談

 【受付日時】

面談 中止 申込専用電話 0570-016-100



新型コロナウィルス感染拡大防止対策

予約・受付専用電話 075-231-2378 （京都弁護士会）

相 談 所 名 称 相 談 日 時 相 談 場 所 変更内容

 毎日 午後1時～4時

 月・水・金曜
　　 午後6時～8時30分

 月・金曜
　　 午後6時～8時30分

 毎月第1日曜　午後1時～4時

 月・金曜
　　 午後6時～8時30分

予約・受付専用電話 075-231-2378 （京都弁護士会）

相 談 日 時 相 談 場 所

 毎週木曜
　　午後1時～4時20分

 南丹市国際交流会館

 毎週火曜　午後1時～5時  木津川市東部交流会館

 毎週木曜　午後1時～5時  京田辺市商工会館

予約・受付専用電話 0772-68-3080 （丹後法律相談センター）

相 談 日 時 相 談 場 所

 毎週月曜
　　午後1時～4時20分

 市民交流プラザふくち
やま

［西舞鶴：第1･3･5火曜］

 舞鶴市西駅交流ｾﾝﾀｰ

［東舞鶴：第2･4火曜］

 舞鶴市商工観光ｾﾝﾀｰ

 毎週木曜 （毎月第3木曜日を除く）

　　午後1時～4時20分
 綾部市市民ホール

 毎週1・3・5水曜
　　12時～午後3時20分

 みやづ歴史の館

 一般相談
 毎週金曜
　　12時30分～午後3時50分

 交通事故
 無料相談

 毎月第1金曜
　　12時30分～午後3時50分

 毎月第2・4水曜
　　午後1時20分～4時40分

 与謝野町立生涯学習
センター「知遊館」

京都弁護士会　会館外各法律相談センター相談の中止

2020/5/21 現在

中止期間 ： ２０２０年３月１２日（木）～６月１５日（月）

■京都市内

相 談 種 別

 京都駅前
    法律相談センター

一般法律相談

山崎メディカルビル６階
 　（ＪＲ京都駅前・
　　ヨドバシカメラ南側）

中止

夜間一般法律相談

夜間クレジット・サラ金相談

交通事故無料相談

労働無料相談 （労働者側）

■京都府中部・南部

相 談 所 名 称

 園部法律相談センター

中止
 南部法律相談センター

 木津相談所

 京田辺相談所

■京都府北部

相 談 所 名 称

 福知山法律相談センター

中止

 舞鶴法律相談センター
 毎週火曜
　　午後1時～4時20分

 綾部法律相談センター

 丹後法律相談センター

 宮津相談所

 大宮相談所  大宮織物ホール

 与謝野相談所


