
令和３年１２月　法務省民事局

●一覧表（都道府県別・五十音順）

【北海道・東北地方】

都道府県 名称 所在地
支援関係者の資格・

経歴の例
連絡先 ホームページアドレス

北海道 一般社団法人アイエムアイ
札幌市中央区大通西16丁目
1番地13 けいほくビル6階

保育士
電話：011-215-9904
メール：info@chiiki-imi.org

https://menkai.chiiki-imi.org/

北海道 札幌おやこ面会交流の会
札幌市中央区南２条西１２丁
目３２３－９クリスタルパレス
‘９５　２０５１号室

弁護士，臨床心理士，家
事調停委員，元家裁調査
官，元裁判所書記官

電話・FAX：011-261-3990 http://sapporo-oyako.org/

岩手県
公益社団法人家庭問題情
報センター盛岡ファミリー相
談室

盛岡市門二丁目２番１５号
元家裁調査官，元家事調
停委員等

電話：080-9254-1454 https://buranko2215.web.fc2.com/

宮城県 仙台家庭問題相談センター
仙台市青葉区北目町2丁目
39番地東北中心ビル３A

臨床心理士，家庭相談
士，心理カウンセラー

電話：022-716‐1181
メール：
sendaisoudan@gmail.com
問合せフォーム：
http://www.tdir.jp/contact/
index.html

http://www.tdir.jp/

【関東地方】

都道府県 名称 所在地
支援関係者の資格・

経歴の例
連絡先 ホームページアドレス

栃木県
公益社団法人家庭問題情
報センター宇都宮ファミリー
相談室

宇都宮市大曽４丁目７番２号
元家裁調査官，元家事調
停委員等

電話：070-4810-0756
https://sites.google.com/view/nirena
ka32/

千葉県
公益社団法人家庭問題情
報センター千葉ファミリー相
談室

千葉市中央区中央四丁目１
２番１号ＫＡ中央ビル３階

元家裁調査官，元家事調
停委員等

電話：043-227-4716 http://www.fpic-chiba.com/

東京都
公益社団法人家庭問題情
報センター東京ファミリー相
談室

豊島区西池袋二丁目２９番１
９号池袋ＫＴビル１０階

元家裁調査官，元家事調
停委員等

電話：03-3971-3741 http://www1.odn.ne.jp/fpic/

東京都
特定非営利活動法人JUST・
JUST面会交流支援

港区麻布十番1-5-10　第二
石原ビル303号室

臨床心理士，日本家族と
子どもセラピスト学会認定
セラピスト，米国
Supervised Visitation
Network 24H Certificate
Training修了者等

電話：03-6453-6705
メール：visitation@just.or.jp

https://www.just.or.jp/?page_id=9244

東京都
一般社団法人　Turn to
Smile　たんとすまいる

港区浜松町2-2-15　浜松町
ダイヤビル2F

電話：070-4234-2424
メール：info@turn-to-
smile.org
問合せフォーム：
https://www.menkai-
support.com/%E3%81%8A%E
7%94%B3%E3%81%97%E8%BE
%BC%E3%81%BF/

https://www.menkai-support.com/

東京都
東京都ひとり親家庭支援セ
ンターはあと多摩

立川市曙町２-８-30立川わ
かぐさビル4階

※実際の支援は公益社団
法人家庭問題情報セン
ターの支援員が行う

電話：042-506-1182
メール：tama@haat.or.jp

http://www.haat.or.jp/category/1907
041.html

東京都
特定非営利活動法人東京
面会交流支援センター

新宿区岩戸町１２番地レベッ
カビル３F

電話：03-6280-8575 http://aoitori＠bitter.jp

東京都
にじいろ法律事務所・にじい
ろ面会交流支援

千代田区内幸町１－３－１幸
ビルディング９階１０８

弁護士，臨床心理士，公
認心理師，精神保健福祉
士

問合せフォーム：
https://www.nijiirolaw.com/
%E9%9D%A2%E4%BC%9A%E4
%BA%A4%E6%B5%81%E6%94%
AF%E6%8F%B4/%E9%9D%A2
%E4%BC%9A%E6%94%AF%E6
%8F%B4%E7%94%B3%E8%BE%
BC/

https://www.nijiirolaw.com

東京都
特定非営利活動法人保育
支援センター

千代田区西神田２－３－４パ
レスピアビル３階

保育士，学童指導員等

電話：03-3261-0421
問合せフォーム：
http://hoikusupport.com/co
ntact/
問合せフォーム：
http://menkai-
koryu.com/contact

http://hoikusupport.com/

東京都
特定非営利活動法人まめの
木

墨田区立川 2-11-2
元家事調停委員，学校の
課外行事支援者等

電話：03-5878-0202
電話：080-5438-4848

http://npo-mamenoki.jp/

面会交流支援団体等の一覧表

（注意事項）
　この一覧表は，法務省ホームページへの掲載を希望された面会交流支援団体等（面会交流支援を行っている団体・個人。以下同じ。）を掲
載したものであり，全ての面会交流支援団体等が掲載されているものではありません。
　面会交流支援団体等は，民間の団体や個人であり，公的機関が運営するものではありません。また，法務省が面会交流支援団体等の活動
内容を調査したり，保証したりするものでもありません。
　面会交流支援団体等が法務省の参考指針を遵守しているかどうかや活動内容などについては，各面会交流支援団体等にお問合せいただく
とともに，具体的な支援内容や支援条件等については，利用の際に各面会交流支援団体等によく確認するようにしてください。

　　　※原則として面会交流支援団体等から寄せられた情報をそのまま掲載しています。また，支援団体によっては，支援に一定の条件がある場合もありますので，
　　　　実際の支援内容等については，各面会交流支援団体等にお問い合わせください。
　　　※所在地が個人の住所の場合など，市区町村までしか記載していないことがあります。

https://menkai.chiiki-imi.org/
http://sapporo-oyako.org/
https://buranko2215.web.fc2.com/
http://www.tdir.jp/
https://sites.google.com/view/nirenaka32/
https://sites.google.com/view/nirenaka32/
http://www.fpic-chiba.com/
http://www1.odn.ne.jp/fpic/
https://www.just.or.jp/?page_id=9244
https://www.menkai-support.com/
http://www.haat.or.jp/category/1907041.html
http://www.haat.or.jp/category/1907041.html
http://aoitori＠bitter.jp
https://www.nijiirolaw.com/
http://hoikusupport.com/
http://npo-mamenoki.jp/


東京都 一般社団法人りむすび
渋谷区神宮前6-23-4 桑野
ビル2階

日本家族問題相談連盟認
定カウンセラー，産業カウ
ンセラー，メンタル心理カ
ウンセラー

電話：050-3442-5797
メール：rimusubi@gmail.com
問合せフォーム：
https://www.rimusubi.com/i
nquiry

http://www.rimusubi.com

神奈川県
公益社団法人家庭問題情
報センター横浜ファミリー相
談室

横浜市中区吉浜町１番地９
エトアール吉浜４０５号

元家裁調査官，元家事調
停委員等

電話：045-226-3656
http://fpicyokohama.web.fc2.com/ind
ex.html

神奈川県
一般社団法人 びじっと・離
婚と子ども問題支援セン
ター

横浜市中区尾上町6-86-1
関内マークビル5F

僧侶，行政書士，社会福
祉士等

電話：045-263-6565
メール：
visit.contact.japan@gmail.co
m

https://www.npo-visit.net/index.php

神奈川県
株式会社Bonheur・
BonheurShip

横浜市中区花咲町3-95-3-
701

保育士，カウンセラー等

電話：050-3634-0829
メール：info@la-
bonheur.co.jp
問合せフォーム：
https://docs.google.com/fo
rms/d/e/1FAIpQLSez7XcS
xSDsa4nxQkse8zCeIwBTvK
jsTarej9XO1wyMSUua2w/vi
ewform

https://la-bonheur.co.jp/ship/

【中部地方】

都道府県 名称 所在地
支援関係者の資格・

経歴の例
連絡先 ホームページアドレス

新潟県
公益社団法人家庭問題情
報センター新潟ファミリー相
談室

新潟市中央区東中通２番町
２８０番地グローイースト３階

元家裁調査官，元家事調
停委員等

電話：080-3328-9514
電話：080-4516-9512
電話：080-3193-9513

http://for-women.or.jp/wordpress/

長野県
特定非営利活動法人子ど
も・家庭支援センター HUG

長野市大字柳原1904 顧問弁護士あり

（相談会）
電話：080-4065-5258
メール：
aimama9393@yahoo.co.jp
（事務局）
電話：090-1829-7600
メール：
fairisle0121.k@gmail.com
問合せフォーム：
https://apvisitation.wixsite.
com/home/blank

https://apvisitation.wixsite.com/hom
e/blank

長野県 共に咲く花の会 諏訪郡下諏訪町

保育士，家族心理士補，
産業カウンセラー，社会福
祉士，児童厚生二級指導
員

電話：0266-55-4600
メール：
tomonisaku.hana@gmail.com

https://tomonisakuhana.wixsite.com/
home

愛知県
公益社団法人家庭問題情
報センター名古屋ファミリー
相談室

名古屋市千種区内山三丁目
２８番６号マンション森４階Ｄ
号室

元家裁調査官，元家事調
停委員等

電話：052-753-4340 http://www.fpic-nagoya.com

【近畿地方】

都道府県 名称 所在地
支援関係者の資格・

経歴の例
連絡先 ホームページアドレス

滋賀県 面会交流支援OMI-VISITS

長浜STUDIO：長浜市乗倉
284番地
大津事務所：大津市朝日ヶ
丘1-14-2

弁護士，臨床心理士，社
会福祉士，医師，教育学
部卒業者，通訳（英・独・
仏・スペイン・中国語）等

電話：0749-50-5292
電話：080-2226-1423
メール：
visitsassist@gmail.com

http://www.eonet.ne.jp/~omivisits

大阪府
公益社団法人家庭問題情
報センター大阪ファミリー相
談室

大阪市中央区内本町一丁目
２番８号ＴＳＫビル９階９０３号
室

元家裁調査官，元家事調
停委員等

電話：06-6943-6783
http://www2.gol.com/users/ip060721
8572/index.htm

大阪府
特定非営利活動法人ハッ
ピーシェアリング

大阪市福島区福島2-9-11-3
Ｆ

弁護士，行政書士，臨床
心理士，社会福祉士，社
会保険労務士，産業カウ
ンセラー

電話：06-6442-3122
FAX：06-6442-3136
メール：
info@happysharing.net

https://happysharing.net/

【中国地方】

都道府県 名称 所在地
支援関係者の資格・

経歴の例
連絡先 ホームページアドレス

島根県
公益社団法人家庭問題情
報センター松江ファミリー相
談室

松江市西川津町７８７－３８
山陰心理研究所内

元家裁調査官，元家事調
停委員等

電話：080-8238-0752
https://marican2010.wixsite.com/fpic
ma

岡山県
特定非営利活動法人子ども
家族生活サポートセンター
いとでんわ

倉敷市鶴形一丁目２番１５号
鶴形ビル２０６号室

臨床心理士，管理栄養
士，司法書士，元母子生
活施設施設長，弁護士

電話：090-1187-5092
メール：
kodomokazokuitodenwa@gm
ail.com
問合せフォーム：
https://forms.gle/KgKhq1cf
ogSpCRgC8

https://k-itodenwa.amebaownd.com/

広島県
公益社団法人家庭問題情
報センター広島ファミリー相
談室

広島市中区大手町1丁目5番
3号広島県民文化センター6
階

元家裁調査官，元家事調
停委員等

電話：082-246-7520 https://www.fpichiroshima.com/

広島県
特定非営利活動法人こども
ステーション

福山市神辺町道上2862-1
保育サポーター養成講座
受講者

電話：084-965-6625
メール：
info@kodomostation.or.jp

http://kodomostation.or.jp/

【四国地方】

http://www.rimusubi.com/
http://fpicyokohama.web.fc2.com/index.html
http://fpicyokohama.web.fc2.com/index.html
https://www.npo-visit.net/index.php
https://la-bonheur.co.jp/ship/
http://for-women.or.jp/wordpress/
https://apvisitation.wixsite.com/home/blank
https://apvisitation.wixsite.com/home/blank
https://tomonisakuhana.wixsite.com/home
https://tomonisakuhana.wixsite.com/home
http://www.fpic-nagoya.com/
http://www.eonet.ne.jp/~omivisits
http://www2.gol.com/users/ip0607218572/index.htm
http://www2.gol.com/users/ip0607218572/index.htm
https://happysharing.net/
https://marican2010.wixsite.com/fpicma
https://marican2010.wixsite.com/fpicma
https://k-itodenwa.amebaownd.com/
https://www.fpichiroshima.com/
http://kodomostation.or.jp/


都道府県 名称 所在地
支援関係者の資格・

経歴の例
連絡先 ホームページアドレス

香川県
特定非営利活動法人面会
交流支援センター香川

高松市木太町３４１６－２ 電話：090-1006-1190 http://menkai-kagawa.com/

愛媛県
公益社団法人家庭問題情
報センター松山ファミリー相
談室

松山市立花３丁目８ー２８ー
３０７

元家裁調査官，元家事調
停委員等

電話：090-5714-2096 http://fpicmatsuyama.grupo.jp/

【九州地方】

都道府県 名称 所在地
支援関係者の資格・

経歴の例
連絡先 ホームページアドレス

福岡県

公益社団法人家庭問題情
報センター福岡ファミリー相
談室（※）当分の間，新規受
付を中止

福岡市中央区大名二丁目４
番３８号チサンマンション天
神Ⅲ１００３号

元家裁調査官，元家事調
停委員等

電話：092-734-6573 http://www.fpicfukuoka.sakura.ne.jp/

福岡県
特定非営利活動法人北九
州おやこふれあい支援セン
ター

北九州市小倉北区竪町1丁
目２-３０三原第２ビル３階

家事調停委員，民事調停
委員，弁護士，医師，元法
律事務所職員

電話：093-383-7714
メール：npo-
kohure@crest.ocn.ne.jp

http://kofure.web.fc2.com

沖縄県
一般社団法人沖縄共同養
育支援センターわらび

南城市
公認心理師，臨床心理
士，保育士，救急救命士

電話：080-6494-1419
メール：
oyako.issho@gmail.com

https://oyakoissho.wixsite.com/youik
u

http://menkai-kagawa.com/
http://fpicmatsuyama.grupo.jp/
http://www.fpicfukuoka.sakura.ne.jp/
http://kofure.web.fc2.com/
https://oyakoissho.wixsite.com/youiku
https://oyakoissho.wixsite.com/youiku

