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３．関係団体窓口一覧                        

 窓口一覧 

対応内容 団体名 記載頁 

解体に係る相談 宮城県解体工事業協同組合 P.7 

登記や法律に関する相談 

宮城県行政書士会 P.8 

宮城県司法書士会 各相談センター P.8-9 

宮城県土地家屋調査士会 P.9 

仙台弁護士会 各相談センター P.10 

不動産売買，賃貸に関する  

相談 

公益社団法人 宮城県宅地建物取引業協会 P.11 

公益社団法人 全日本不動産協会 宮城県本部 P.11 

一般社団法人 宮城県不動産鑑定士協会 P.11 

建物診断や改修に関する  

相談 

一般社団法人 宮城県建築士事務所協会 P.12 

一般社団法人 宮城県建築士会 P.12 

一般社団法人 古民家再生協会宮城 P.12 

 

 

 解体に係る相談 

団体名 宮城県解体工事業協同組合 

対応可能な相談内容 

・備考 

解体工事業者のご紹介 

※解体に係る費用は建築物の構造，敷地形状，解体方法等によ

って異なるのでお答えしかねます。 

対応可能地域 県内全域 

料金 無料 

電話番号 022-292-3455 

所在地 仙台市宮城野区東仙台 4-2-76 渥美ビル 300号 

窓口時間 

電話相談： 

月～金曜日（祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く）  

9時～17時 
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 登記や法律に関する相談 

 

団体名 宮城県行政書士会 

対応可能な相談内容 

・備考 

・相続に関する相談 ・相続人，所有者不明の調査に関する相談 

・利活用に際して新事業に係る許認可申請手続等に関する相談 

・新会社設立・起業に関する相談 

・各種契約書等文書作成に関する相談 

・所有者・相続人が外国人の場合の相談 

対応可能地域 県内全域 

料金 

概ね，相談のみ 60分以内で 5,000円～10,000円程度。 

ただし，相談内容により金額に変動がある場合もあります。 

書類作成等は別料金になります。 

電話番号 022-261-6768 

所在地 仙台市青葉区国分町 3丁目 3-5 

窓口時間 月～金曜日（祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く） 9時～17時 

 

団体名 宮城県司法書士会 

対応可能な相談内容 

・備考 

・不動産登記（相続・売買・贈与等） 

・多重債務に関する相談 

・成年後見制度 

など司法書士による民事一般法律相談 

対応可能地域 全センターで県内全域に対応可能 

料金 無料 

宮城県 

司法書士会 

総合相談 

センター 

電話番号 
電話相談：0120-216-870，022-221-6870 

面接相談の予約受付： 022-263-6755 （9時～17時） 

所在地 仙台市青葉区春日町 8-1 

窓口時間 

電話相談： 

月～金曜日（祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く） 13時～20時 

面接相談： 

月～金曜日（祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く）  

14時～16時（要予約） 

宮城県 

司法書士会 

大崎司法書士 

相談センター 

電話番号 面接相談の予約受付：0229-23-1802（9時～17時） 

所在地 大崎市古川旭四丁目 2-1 アサヒビル 102 

窓口時間 

面接相談： 

水，土曜日（祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く）  

13時 30分～16時 30分（予約優先） 

宮城県 

司法書士会 

石巻司法書士 

相談センター 

電話番号 面接相談の予約受付：0225-96-3611（9時～17時） 

所在地 石巻市鋳銭場 5-9いせんばプラザ 102 

窓口時間 

面接相談： 

水，土曜日（祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く）  

13時 30分～16時 30分（予約優先） 
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宮城県 

司法書士会 

仙南司法書士 

相談センター 

電話番号 面接相談の予約受付：0224-53-7116（9時～17時） 

所在地 大河原町大谷字町向 100-9 

窓口時間 

面接相談： 

水，土曜日（祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く）  

13時 30分～16時 30分（予約優先） 

宮城県 

司法書士会 

山元司法書士 

相談センター 

電話番号 面接相談の予約受付：0223-37-5901（9時～17時） 

所在地 山元町山寺字山下 89番地 

窓口時間 

面接相談： 

月～土曜日（祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く）  

13時 30分～16時 30分（予約優先） 

宮城県 

司法書士会 

気仙沼 

司法書士 

相談センター 

電話番号 面接相談の予約受付：0226-29-6760（9時～17時） 

所在地 気仙沼市田谷 8番 1 

窓口時間 

面接相談： 

水，土曜日（祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く）  

13時 30分～16時 30分（予約優先） 

宮城県 

司法書士会 

南三陸 

司法書士 

相談センター 

電話番号 面接相談の予約受付：0226-46-4051（9時～17時） 

所在地 南三陸町志津川字沼田 144番地 26 

窓口時間 

面接相談： 

月～土曜日（祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く）  

13時 30分～16時 30分（予約優先） 

宮城県 

司法書士会 

女川司法書士 

相談センター 

所在地 面接相談の予約受付：0225-50-3001（9時～17時） 

電話番号 牡鹿郡女川町女川浜字大原 190(女川町総合公園内) 

窓口時間 

面接相談： 

月～土曜日（祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く）  

13時～16時 30分（予約優先） 

 

団体名 宮城県土地家屋調査士会 

対応可能な相談内容 

・備考 

・土地家屋調査士による不動産の表示に関する登記 

・土地の境界や面積の調査・調査に関する調査 

・土地境界トラブルに関する相談 

対応可能地域 県内全域 

料金 無料 

電話番号 022-225-3961 

所在地 仙台市青葉区二日町 18 番 3号 

窓口時間 

面接相談： 

毎月第３木曜日 14時～16時（予約制） 

予約〆切りは前週の金曜日 
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団体名 仙台弁護士会 

対応可能な相談内容 

・備考 

相続，債務整理などの法律相談 

（法律問題全般） 

対応可能地域 全センターで県内全域に対応可能 

料金 

震災時，宮城県等にお住まいだった方（法人を除く）を対象に，県

内各地で無料相談を実施しています。それ以外の方は，有料（30

分 5,000円＋消費税）。 

※相談は事前予約が可能です。 

予約・問い合わせ先：022-223-2383 

仙台弁護士会

法律相談 

センター 

電話番号 022-223-2383 

所在地 仙台市青葉区一番町二丁目 9-18 

窓口時間 

月～金曜日（祝日を除く）：10時～15時 

月曜日，木曜日は 17時 30分～19時 30分も実施 

土曜日（祝日を除く）：9時 30分～12時 

仙台弁護士会 

古川法律 

相談センター 

電話番号 0229-22-4611 

所在地 大崎市古川駅南三丁目 15 泉ビル B棟 101 

窓口時間 火曜日，土曜日（祝日を除く）10時～15時 

仙台弁護士会 

登米法律 

相談センター 

電話番号 0220-52-2348 

所在地 登米市登米町寺池桜小路 89-1桜テラス川内 201 

窓口時間 水曜日，金曜日（祝日を除く）10時～15時 

仙台弁護士会 

県南法律 

相談センター 

電話番号 0224-52-5898 

所在地 柴田郡大河原町字町 91 

窓口時間 火曜日，木曜日（祝日を除く）10時～15時 30分 

仙台弁護士会 

石巻法律 

相談センター 

電話番号 0225-23-5451 

所在地 石巻市穀町 12-18駅前ビル 4階 

窓口時間 
月～金曜日（祝日を除く）13時～15時 

日曜日 10時～15時 

仙台弁護士会 

気仙沼法律 

相談センター 

電話番号 0226-22-8222 

所在地 気仙沼市田中前一丁目 6-1 

窓口時間 
月曜日，水曜日，毎月第 1・第 3土曜日 

（祝日を除く）11時～15時 
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 不動産売買，賃貸に関する相談 

団体名 公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会 

対応可能な相談内容 

・備考 

・不動産売買，賃貸に関する相談 

・建物診断（インスペクション）に関する相談（不動産売買や賃貸

に係る場合に限る） 

・空き家等の活用に関する相談 

対応可能地域 県内全域 

料金 無料 

電話番号 022-266-0011(代表） 

所在地 仙台市青葉区国分町三丁目 4-18不動産会館内 

窓口時間 
月～金曜日（祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く）  

9時～17時 30分 

 

団体名 公益社団法人全日本不動産協会 宮城県本部 

対応可能な相談内容 

・備考 

・不動産売買，賃貸に関する相談 

・建物診断（インスペクション）に関する相談（不動産売買や賃貸

に係る場合に限る） 

・空き家等の適正管理に関する相談 

対応可能地域 県内全域 

料金 無料 

電話番号 022-266-3358 

所在地 仙台市青葉区上杉一丁目 4-1中野プラザビル 4F 

窓口時間 
月～金曜日（祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く） 

10時～16時 

 

団体名 一般社団法人宮城県不動産鑑定士協会 

対応可能な相談内容 

・備考 

・不動産の価格水準，売買・交換，鑑定評価，賃料，権利関係，有

効利用などに関する相談 

・建物診断（インスペクション）に関する相談 

対応可能地域 県内全域 

料金 無料 

電話番号 022-265-7641 

所在地 仙台市青葉区二日町 6-26 VIP仙台二日町 208号 

窓口時間 

電話相談： 

月～金曜日（祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く）  

9時～17時 

面接相談：原則として毎月最終月曜日（祝祭日等にあたる場合には，

前もって電話でご確認ください）。 

10時～12時，13時～15時（要予約） 
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 建物診断や改修に関する相談 

団体名 一般社団法人宮城県建築士事務所協会 

対応可能な相談内容 

・備考 

・住宅，建築物の耐震診断及び耐震改修に関する相談 

・住宅，土地利用に関する相談 

対応可能地域 県内全域 

料金 無料 ※出張相談は有料 

電話番号 022-223-7330 

所在地 仙台市青葉区上杉二丁目 2-40 

窓口時間 

月～金曜日（祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く） 

9時～17時 

（来所相談は予約制） 

 

団体名 一般社団法人宮城県建築士会 

対応可能な相談内容 

・備考 

・建築に関する相談 

・建物診断（インスペクション）に関する相談 

対応可能地域 県内全域 

料金 
・電話相談：30分以内無料 

・面接での相談：有料 

電話番号 022-298-8037 

所在地 
仙台市宮城野区二十人町 301番地の 3 

宮城県建設業国民健康保険会館 5階 

窓口時間 

・電話相談： 

毎週水曜日 13時～16時（祝祭日・盆休み・年始年末を除く） 

・面接での相談は予約制となります。電話で受け付けを行います。 

 

団体名 一般社団法人古民家再生協会宮城 

対応可能な相談内容 

・備考 

１．古民家鑑定，古材鑑定 

２．伝統工法の耐震診断，床下インスペクション 

３．解体，古材活用 

４．古材（空き家等）を活用した新築，移築，増改築，リフォーム

全般 

対応可能地域 県内全域 

料金 

相談においては無料，古民家鑑定 10万円， 

古材鑑定 3万円，床下インスペクション 3万円， 

伝統工法耐震診断 12万円（いずれも税別） 

電話番号 022-341-4351 （ＦＡＸ）022-341-4361 

所在地 仙台市泉区泉ヶ丘 5丁目 20番 3号 

窓口時間 
月～金曜日 9時～18時，土・日曜日 9時～15時 

（不在時は留守電にて折り返し対応） 


