
☆ 全国の法務局・地方法務局
 　ＨＰ：http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/

【お問い合わせはこちらまで】

休 日

人権イメージキャラクター
人ＫＥＮあゆみちゃん

人権イメージキャラクター
人ＫＥＮまもる君



局名 開設場所 住所 開設時間

東京法務局 東京法務局本局　ほか１か所 千代田区九段南1-1-15 10:00～16:00 東京法務局民事行政調査官室 03-5213-1319

横浜地方法務局 横浜新都市ビル（そごう横浜店９階）　ほか６か所 横浜市西区高島2-18-1 10:00～16:00 横浜地方法務局総務課 045-641-7461

さいたま地方法務局 さいたま地方法務局本局　ほか５か所 さいたま市中央区下落合5-12-1 11:00～15:00 さいたま地方法務局総務課 048-851-1000

千葉地方法務局 千葉市ビジネス支援センター 千葉市中央区中央4-5-1 10:00～15:00 千葉地方法務局総務課 043-302-1311

水戸地方法務局 水戸地方法務局本局　ほか６か所 水戸市三の丸1-1-42 10:00～16:00 水戸地方法務局総務課 029-227-9911

宇都宮地方法務局 宇都宮地方法務局本局　ほか２か所 宇都宮市小幡2-1-11 10:00～15:00 宇都宮地方法務局総務課 028-623-6333

前橋地方法務局 前橋プラザ元気２１　ほか１か所 前橋市本町2-12-1 10:00～15:00 前橋地方法務局総務課 027-221-4463

静岡地方法務局 静岡市パルシェ　ほか３か所 静岡市葵区黒金町49 10:00～16:00 静岡地方法務局総務課 054-254-3555

甲府地方法務局 甲府地方法務局本局 甲府市丸の内1-1-18 10:00～15:00 甲府地方法務局総務課 055-252-7153

長野地方法務局 長野地方法務局本局　ほか６か所 長野市旭町1108 9:30～15:00 長野地方法務局総務課 026-235-6611

新潟地方法務局 新潟地方法務局本局　ほか２か所 新潟市中央区西大畑町5191 10:00～15:00 新潟地方法務局総務課 025-222-1561

大阪法務局 梅田阪急ビルオフィスタワー２６階貸会議室 大阪市北区角田町８－１ 11:00～17:00 大阪法務局民事行政調査官室 06-6942-9452

京都地方法務局 イオンモール京都五条　ほか２か所 京都市右京区西院追分町25-1 10:00～16:00 京都地方法務局総務課 075-231-0148

神戸地方法務局 神戸市勤労会館　ほか９か所 神戸市中央区雲井通5-1-2 10:00～16:00 神戸地方法務局総務課 078-392-1821

奈良地方法務局 イオンモール大和郡山 奈良県大和郡山市下三橋町741 10:00～16:00 奈良地方法務局総務課 0742-23-5534

大津地方法務局 大津地方法務局本局　ほか１か所 大津市京町3-1-1 10:00～16:00 大津地方法務局総務課 077-522-4772

和歌山地方法務局 パームシティ和歌山店　ほか５か所 和歌山市中野31-1 10:00～16:00 和歌山地方法務局総務課 073-422-5131

名古屋法務局 イオンモールナゴヤドーム前　ほか２か所 名古屋市東区矢田南4-102-3 10:00～16:00 名古屋法務局民事行政調査官室 052-952-8170

津地方法務局 津地方法務局本局　ほか１か所 津市丸之内26-8 10:00～15:00 津地方法務局総務課 059-228-4191

岐阜地方法務局 岐阜市マーサ２１　ほか６か所 岐阜市正木中1-2-1 10:00～16:00 岐阜地方法務局総務課 058-245-3181

福井地方法務局 福井地方法務局本局　ほか１か所 福井市春山1-1-54 10:00～16:30 福井地方法務局総務課 0776-22-5090

金沢地方法務局 金沢地方法務局本局　ほか２か所 金沢市新神田4-3-10 10:00～16:00 金沢地方法務局総務課 076-292-7812

富山地方法務局 富山地方法務局本局　ほか１か所 富山市牛島新町11-7 10:00～16:00 富山地方法務局総務課 076-441-0550

広島法務局 広島市まちづくり市民交流プラザ　ほか６か所 広島市中区袋町6-36 10:00～16:00 広島法務局民事行政調査官室 082-228-5690

山口地方法務局 Ｎａｃ中市コミュニティホール　ほか５か所 山口市中市町3-13 10:00～16:00 山口地方法務局総務課 083-922-2295

岡山地方法務局 ゆうあいセンター　ほか５か所 岡山市北区南方2-13-1 10:00～15:00 岡山地方法務局総務課 086-224-5656

鳥取地方法務局 鳥取県立図書館　ほか２か所 鳥取市尚徳町101 10:00～16:00 鳥取地方法務局総務課 0857-22-2191

松江地方法務局 松江テルサ　ほか４か所 松江市朝日町478-18 10:00～16:00 松江地方法務局総務課 0852-32-4200

福岡法務局 アクロス福岡　ほか１１か所 福岡市中央区天神1-1-1 10:00～16:00 福岡法務局民事行政調査官室 092-721-9383

佐賀地方法務局 佐賀市保健福祉会館（ほほえみ館）　ほか３か所 佐賀市兵庫町藤木1006-1 10:00～16:00 佐賀地方法務局総務課 0952-26-2149

長崎地方法務局 ながさき市民生活便利館メルカつきまち　ほか７か所 長崎市築町3-18 10:00～1６:00 長崎地方法務局総務課 095-820-5901

大分地方法務局 大分市コンパルホール　ほか６か所 大分市府内町1-5-38 10:00～16:00 大分地方法務局総務課 097-532-3161

熊本地方法務局 くまもと県民交流館　ほか７か所 熊本市中央区手取本町8-9 10:00～16:00 熊本地方法務局総務課 096-364-2145

鹿児島地方法務局
生涯学習プラザ・男女共同参画センター
（サンエールかごしま）　ほか５か所

鹿児島市荒田1-4-1 10:00～16:00 鹿児島地方法務局総務課 099-259-0667

宮崎地方法務局 宮交シティ紫陽花ホール　ほか３か所 宮崎市大淀4-6-28 10:00～16:00 宮崎地方法務局総務課 0985-22-5125

那覇地方法務局 沖縄県立博物館・美術館　ほか４か所 那覇市おもろまち3-1-1 10:00～16:00 那覇地方法務局総務課 098-854-7951

仙台法務局 イオン仙台幸町店　ほか７か所 仙台市宮城野区幸町5-10-1 10:00～15:00 仙台法務局民事行政調査官室 022-225-5720

福島地方法務局 中合デパート　ほか５か所 福島市栄町5-1 10:00～15:00 福島地方法務局総務課 024-534-1941

山形地方法務局 山形市総合福祉センター　ほか５か所 山形市城西町2-2-22 10:00～1６:00 山形地方法務局総務課 023-625-1343

盛岡地方法務局 イオンモール盛岡　ほか５か所 盛岡市前潟4-7-1 10:00～15:00 盛岡地方法務局総務課 019-624-1141

秋田地方法務局 イオンモール秋田　ほか５か所 秋田市御所野地蔵田1-1-1 10:00～16:00 秋田地方法務局総務課 018-862-1124

青森地方法務局 青森地方法務局本局　ほか５か所 青森市長島1-3-5 10:00～16:00 青森地方法務局総務課 017-776-6231

札幌法務局 札幌法務局本局　ほか５か所 札幌市北区北8条西2-1-1 10:00～16:00 札幌法務局民事行政調査官室 011-709-2311

函館地方法務局 函館地方法務局本局　ほか１か所 函館市新川町25-18 10:00～16:00 函館地方法務局総務課 0138-23-7511

旭川地方法務局 旭川地方法務局本局　ほか４か所 旭川市宮前通東4155-31 10:00～16:00 旭川地方法務局総務課 0166-38-1111

釧路地方法務局 釧路市生涯学習センターまなぼっと幣舞  ほか３か所 釧路市幣舞町4-28 10:00～15:00 釧路地方法務局総務課 0154-31-5000

高松法務局 サンポートホール高松　ほか３か所 高松市サンポート2-1 10:00～15:00 高松法務局民事行政調査官室 087-821-6342

徳島地方法務局 徳島クレメントプラザ　ほか２か所 徳島市寺島本町西1-61 10:00～15:00 徳島地方法務局総務課 088-622-4318

高知地方法務局 高知地方法務局本局　ほか５か所 高知市栄田町2-2-10 10:00～15:00 高知地方法務局総務課 088-822-3331

松山地方法務局 フジグラン松山　ほか５か所 松山市宮西1-2-1 10:00～15:00 松山地方法務局総務課 089-932-0888
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