
 かいけつサポート
 事業者ガイドブック 
～認証紛争解決事業者の詳細を一覧に～

関東・甲信越版
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 「かいけつサポート」は 
法務大臣の認証を受けた民間の紛争解決サービスです。 
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は じ め に 

 

 

 １ 紹介ページに掲載されている情報は，平成 31 年４月１日現在の情報です。 

２ 紹介ページに掲載されている事業者は，平成 31 年２月１日現在で認証を受けて

いる事業者です。最新の情報は，法務省の「かいけつサポート」のホームページ

（http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/index.html）を御覧ください。 

 ３ 紹介ページは，各事業者が作成した情報を法務省で取りまとめたものです。 

 ４ 目次の事業者名の後ろの括弧書きは，事業者が認証紛争解決手続を行う事務所の

名称です。 

 ５ 事業者によっては，取り扱う紛争の範囲が複数の都道府県にまたがっている場合

があります（例えば，東京都に住所がある事業者であっても，東京都以外の都道府

県で発生した紛争も取り扱っている場合があります。）。詳しくは，各事業者のホ

ームページを御覧いただくか，各事業者に直接お尋ねください。 

 ６ 目次における各種法人の法人名は，以下のとおりの略称で表記しています。 

    特定非営利活動法人・・・ＮＰＯ法人 

    一般社団法人・・・・・・（一社） 

    公益社団法人・・・・・・（公社） 

    一般財団法人・・・・・・（一財） 

    公益財団法人・・・・・・（公財） 

    学校法人・・・・・・・・（学） 

 

 

 



 

   《生活環境関係》 

   千葉県土地家屋調査士会（境界問題相談センターちば） ···················· １７ 

 

  6．東京都  

   《民事一般》 

   東京司法書士会（東京司法書士会調停センター） ·························· １８ 

   （一社）ＩＬＣ（ＩＬＣセンター） ······································ １９ 

   《商事一般》 

   （一社）日本商事仲裁協会（東京本部） ·································· ２０ 

   （公財）全国中小企業取引振興協会（下請かけこみ寺本部） ················ ２１ 

   （公財）東京都中小企業振興公社（下請紛争解決センター（下請センター東京）） ······· ２２ 

   《知的財産関係》 

   日本知的財産仲裁センター（東京本部） ·································· ２３ 

  （一財）ソフトウェア情報センター（ソフトウェア紛争解決センター） ······· ２４ 

  （一社）ユニオン・デ・ファブリカン（ＵＤＦ‐ＡＤＲセンター） ··········· ２５ 

   《消費者関係》 

  （学）立教学院（立教大学観光ＡＤＲセンター） ··························· ２６ 

  （一財）家電製品協会（家電製品ＰＬセンター） ··························· ２７ 

  （公財）自動車製造物責任相談センター ··································· ２８ 

   ＮＰＯ法人留学協会（留学トラブル解決機関） ···························· ２９ 

   （一社）日本流通自主管理協会（ブランド１１０番） ······················ ３０ 

（公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会（ConsumerADR）  ····· ３１ 

   《事業再生関係》 

   事業再生実務家協会（事業再生ＡＤＲ事業本部） ·························· ３２ 

   企業再建・承継コンサルタント協同組合（中小企業経営再建紛争解決センター（企業再建ＡＤＲ）） ·· ３３ 

   《事業承継関係》 

   （一社）日本企業再建研究会（事業承継ＡＤＲセンター） ·················· ３４ 

   《金融・保険関係》 

   ＮＰＯ法人証券・金融商品あっせん相談センター（ＦＩＮＭＡＣ） ··················· ３５ 

   （一社）日本共済協会（日本共済協会共済相談所） ························ ３６ 

   《労働関係》 

    全国社会保険労務士会連合会（社労士会労働紛争解決センター） ············ ３７ 

   ＮＰＯ法人個別労使紛争処理センター（労使紛争解決サポート首都圏） ······ ３８ 

   東京都社会保険労務士会（社労士会労働紛争解決センター東京） ············ ３９ 

   《労働関係，家事関係》 

   （一社）日本産業カウンセラー協会（ＡＤＲセンター） ···················· ４０ 
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● ｢かいけつサポート｣って何？ ································· １ 

● どんなメリットがあるの？ ·································· ２ 

● ｢かいけつサポート」を利用するには ························· ３ 

● 認証事業者紹介ページの見方 ································ ４ 

● 認証事業者紹介ページ（所在地順） 

  ※ 「取り扱う紛争の範囲」から探したいときは，巻末（６５ページ）を御覧ください。 
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裁判官
公　開
民事訴訟法に従った手続進行
裁判所の訴訟費用
あ　り

実施主体
秘密の保護
手続の進行
費　用
強制執行力

各分野の専門家
非公開（原則）
ニーズに応じた柔軟な手続進行が可能
認証を受けた民間事業者に支払う費用
な　し

裁　判 かいけつサポート

身の回りで起こる様々なもめ事やトラブルには、裁判できちん
と白黒の決着をつけたいというものもあれば、裁判によらずに
話合いで解決したいというものもあります。また、トラブルを
解決したいのはやまやまだが、裁判までするには大げさな感じ
がするし、一旦裁判になれば時間や費用も随分かかりそうだ、
という心配もあるかもしれません。

様々な民事上のトラブルについて、裁判以外の方法でトラブルを

と呼んでいます。一般的には、調停とか、あっせんと呼ばれてい

「かいけつサポート」は、民間事業者が行う紛争解決サービス
のうち、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が、トラブ

ますが、裁判所で行われている調停だけではなく、行政機関や
民間事業者が行っているものもあります。

「かいけつサポート」を御利用いただくことができます。

ルになった当事者の間に入り、双方の言い分をよく聴いて、専
門家としての知見をいかして話合いによって柔軟な解決を図る
サービスで、法律で定められた厳格な基準をクリアしていると
して法務大臣の認証を受けたものです。そのため、安心して

解決する方法があります。これを「裁判外紛争解決手続（ADR※）」
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平成29年9月発行
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「かいけつサポート」には、取り扱うトラブルの分野に精通した専門家がいます。専門家の知識・
ノウハウをいかすことができますので、あなたのトラブルの実情をきちんと踏まえた、きめ細や
かで迅速な解決を図ることが期待できます。

「かいけつサポート」は、一般に非公開で行われます。あなたのプライバシーや秘密などにもき
ちんと配慮されますし、他人に知られることなくトラブルの解決を図ることができます。

「かいけつサポート」では、あなたにとって気になる手続の内容や費用などの重要なポイントを、
御利用いただく前に、必ず、認証を受けた民間事業者から説明を受けることになっています。本
当に自分にとってふさわしい解決方法なのか、よく考えてから利用することができます。

専門家がサポートします！

プライバシーや秘密が守られます！

納得できる解決をサポート！

手続の内容や費用が分かります！

更にメリットがあります！

「かいけつサポート」は、第三者を交えた話合いによって、あなたも相手もお互いに納得のいく解
決を目指しています。トラブル自体が円満に解決するだけではなく、トラブルが解決した際に
は、お互いの関係を改善したり、一層発展させることも期待できます。
「かいけつサポート」は、当事者の意向を踏まえながら、柔軟に手続を進め、トラブルの実情に合
わせて、お互いが納得できる妥協点を探ることができます。

「かいけつサポート」では、ニーズに応じた柔軟な手続進行が可能です。例えば、休日や夜間でも手
続可能な事業者もいますので、平日の日中に時間をとれない方でも利用することができます。ま
た、手続を行う場所についても当事者が希望する場所、例えば、近所の集会所や公民館などに出張
して手続可能な事業者もいます。
また、第三者を交えてじっくり話合いをしていると、その間に時効が成立してしまうことが考えら
れますが、「かいけつサポート」を利用すれば、法律が定める一定の場合には、時効の中断が認めら
れます。このほかにも、訴訟手続の中止や調停前置の特則といった法的特例が用意されています。
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 かいけつサポート
 事業者ガイドブック 

～認証紛争解決事業者の詳細を一覧に～

関東・甲信越版
〔平成31年4月1日現在〕 

 「かいけつサポート」は 
法務大臣の認証を受けた民間の紛争解決サービスです。 

法務省 
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ガイドブック
から探す

●ガイドブックから探す

「かいけつサポート」は、話合いでトラブルを解決する場を提供します。相手が話
合いに応じなかったときや、話合いをしても、トラブルの当事者同士で和解できな
かったとき、トラブルの内容が話合いでの解決になじまないときなどには、トラブ
ルが解決できない場合があります。
法務省は、「かいけつサポート」を提供する民間事業者の業務について「認証」をし
ていますが、法務省自らが「かいけつサポート」の提供を行うものではありません。



各認証事業者紹介ページ

認証番号 【●●●】

認証年月日 平成 ●年●月●日

事業者名

住所

名称

TEL：

E-mail：

URL：

手数料

・詳細は，こちら（ ●●●● ）を御覧ください。

解決までの標準期間

解決事例・相談事例

その他特記事項等

手続実施者の構成

その他

実施方法

申請手数料

期日手数料

実施日時

平成３１年４月１日現在

認証ＡＤＲ機関の基本情報

取り扱う紛争の範囲（紛争の分野及び対応可能地域）

アピールポイント

成立手数料

各事業者がどのような紛争を取り扱っているか及び対応が可能な地域を示しています。
具体的な事例に関する取扱いの可否については，各事業者に直接お問合せください。

各事業者における，認証ＡＤＲ業務を行う機関の名称です。

認証ＡＤＲの認証を受けている事業者の名称及び事務所の所在地です。

各事業者の専門性・特殊性や，利用上のメリット等を示しています。事業者を選ばれる際

の参考にしてください。

業務を行う日時，紛争解決手続を行う手続実施者の構成，解決まで

に要する標準的な期間を示しています。

解決した事例や，相談を受けた事例，想定している解決事例などを示してい

各事業者が定めている各種手数料等を示しています。

認証事業者紹介ページの見方 

その他，各事業者が利用者に対してアピールしたい事項が記載されてい

ます。
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※全体版では，この部
分に各認証事業者の情
報が掲載されています。



※全体版では，この部
分に各認証事業者の情
報が掲載されています。



認証番号 【161】

認証年月日 平成31年２月１日

事業者名

住所

名称

TEL：

E-mail：

URL：

長野県行政書士紛争解決センター

手続実施者の構成

解決までの標準期間

アピールポイント

026－224－1300
gn-nagano@msa.biglobe.ne.jp
https://www.nagano-gyosei.or.jp/

【生活環境関係】（長野県関係対応可能）
１　外国人の就労・就学に関する紛争 (長野県内に事業所を有する事業者に雇用されている外国人、及び、長野県内の
学校に在籍する外国人が当事者となります。)
２　愛護動物（ペット）に関する紛争（長野県内に居住する者が飼育する愛護動物に起因する関係者が当事者となりま
す。）
３　居住用住宅の敷金返還・原状回復に関する紛争（長野県内に所在する居住用賃貸借建物に関係する者が当事者と
なります。）
【交通事故関係】（長野県関係対応可能）
４　自転車事故に関する紛争（長野県内において発生した自転車の走行に起因する交通事故関係者が当事者となりま
す。※ただし、自転車以外の車両が関係する交通事故を除きます。）

平成31年２月１日法務大臣認証、センター開所しました。
◎開催場所は、長野県行政書士会館（長野市）のほかに長野県内各所御希望の場所（公民館やその他公共施
設）で開催することもできます。
◎長野県弁護士会の協力を得て、調停開催期日中は担当弁護士が常に待機します。
◎相手方が話合いに応じない場合は、期日手数料は返還費用を差し引き返還します。

手数料

実施日時

長野県行政書士会

認証ＡＤＲ機関の基本情報

指定場所（長野県行政書士会館）以外で開催の場合、出張手数料等

★外国人関係については、職場の待遇についてのトラブル（従業員の方・事業所の方）、学校内のいざこざについてのト
ラブル生徒の方・学校の方）など
★愛護動物（ペット）関係については、咬みつき、引っかき事件（被害を受けた、加害側となった）、医療事故、鳴き声のト
ラブル、のら猫のトラブル、売買のトラブルなど
★住宅関係については、敷金返還・原状回復に関するトラブル、賃貸借契約の終了に伴う精算に関するトラブル、原状
回復費用に関するトラブルなど
★自転車事故関係については、自転車と自転車の交通事故、自転車と歩行者の事故、自転車による物損事故に伴うトラ
ブルなど

取り扱う紛争の範囲（紛争の分野及び対応可能地域）

実施方法

申請手数料

長野県長野市南県町1009－３　長野県行政書士会館

行政書士２名、担当弁護士１名

期日手数料 10,000円（税別）

紛争解決額の100分の５（10,000円に満たない場合は10,000円（税別））

毎週水曜日10:00～16:00（要予約）／問合せ　月～金曜日　10:00～16:00

約３か月

解決事例・相談事例等

★こんなトラブル・お悩みを抱えていませんか？まずは、御相談ください。
ADR（裁判外紛争解決手続）で、「当事者の話合いによる解決」のお手伝いをします！

外国人　外国人の職場や学校での問題について、法律や在留に詳しい行政書士に間に入って解決の手伝いをしてほしい。
　（職場の待遇についてのトラブル（従業員の方・事業所の方）、学校内のいざこざについてのトラブル（生徒の　方・学校の方）　な
ど）
敷金　賃貸アパートから退去するとき、大家さんが敷金を返してくれない。大家さんの説明に納得がいないので話合いをしたい。
　（敷金返還・原状回復に関するトラブル、賃貸借契約の終了に伴う精算に関するトラブル、原状回復費用に関するトラブルなど）
ペット　リードを付けていない近所の犬に突然噛みつかれた。治療費や慰謝料についてもめている。
　（第三者に間に入ってもらい話し合いをしたい。咬みつき、引っかき事件（被害を受けた、加害側となった）、医療事故、鳴き声のト
ラブル、のら猫のトラブル、売買のトラブルなど）
自転車　歩道を歩いていたら自転車とぶつかってしまいケガをした。賠償金の話合いでトラブルになっている。
　（自転車と自転車の交通事故、自転車と歩行者の事故、自転車による物損事故に伴うトラブルなど）

★ＡＤＲとはAlternative Dispute Resolution（裁判外紛争解決手続）の頭文字です。裁判所による訴訟手続によらずに民事上の紛
争を解決しようとする、紛争当事者のために公正な第三者が関与してその解決を図る手続きをいいます。「裁判所はちょっと敷居
が高いなぁ」「だれか法律に詳しい人が間に入って話合いのお手伝いをしてくれないかな」といった方のための、行政書士による調
停センターです。

・詳細は，こちら（http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/jigyousya/ninsyou0161.html）を御覧ください。

　　　　平成31年４月１日現在

10,000円（税別）（※受理後は返還しません）

その他特記事項等

その他

成立手数料

 

 

「取り扱う紛争の範囲」から探す 

  

 ● 民事一般   

《民事に関する紛争（全般）》 

  東京司法書士会（東京司法書士会調停センター） ·········································· １８ 

  （一社）ＩＬＣ（ＩＬＣセンター） ···························································· １９ 

  神奈川県弁護士会（神奈川県弁護士会紛争解決センター） ······························ ５０ 
 

《民事に関する紛争（紛争の価額が 140 万円以下のものに限る）》 

  茨城司法書士会（茨城司法書士会調停センター） ············································· ６ 

  栃木県司法書士会（栃木県司法書士会調停センター こんぱす） ························· ９ 

  埼玉司法書士会（埼玉司法書士会調停センター） ·········································· １２ 

  千葉司法書士会（千葉司法書士会調停センター） ·········································· １５ 

  神奈川県司法書士会（神奈川県司法書士会調停センター） ······························ ５１ 

  新潟県司法書士会（新潟県司法書士会調停センター（Ｓｍｉｌｅ）） ··············· ５５ 

  山梨県司法書士会（山梨県司法書士会調停センター ちょっくらはなすけ） ······· ５９ 

  長野県司法書士会（長野県司法書士会調停センター） ···································· ６１ 

 

 ● 商事一般   

《商事に関する紛争》 

  （一社）日本商事仲裁協会（東京本部） ······················································ ２０ 
 
《下請取引に関する紛争》 

（公財）全国中小企業取引振興協会（下請かけこみ寺本部） ··························· ２１ 
（公財）東京都中小企業振興公社（下請紛争解決センター（下請センター東京）） ······ ２２ 
 

 ● 知的財産関係  

《知的財産に関する紛争》 

  日本知的財産仲裁センター（東京本部） ······················································ ２３ 
 
《ソフトウェアに関する紛争》 

  （一財）ソフトウェア情報センター（ソフトウェア紛争解決センター） ············ ２４ 
 
《商標法及び不正競争防止法における侵害行為に関する権利者と業者間の紛争》 

  （一社）ユニオン・デ・ファブリカン（ＵＤＦ‐ＡＤＲセンター） ·················· ２５ 
 
 ● 消費者関係  

《旅行契約，宿泊契約に関する紛争》 

  （学）立教学院（立教大学観光ＡＤＲセンター） ·········································· ２６ 
 

《商品の欠陥に関する紛争（自動車・家電）》 

  （一財）家電製品協会（家電製品ＰＬセンター） ·········································· ２７ 
（公財）自動車製造物責任相談センター ······················································ ２８ 
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《留学に関する紛争》 

ＮＰＯ法人留学協会（留学トラブル解決機関） ············································· ２９ 
 

《ブランド品に関する売買契約紛争》 

（一社）日本流通自主管理協会（ブランド１１０番） ···································· ３０ 
 

《特定商取引に関する紛争》 

（公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会（ConsumerADR）  ······ ３１ 

 
 ● 事業再生関係  

《事業再生に関する紛争》 

  事業再生実務家協会（事業再生ＡＤＲ事業本部） ·········································· ３２ 

  企業再建・承継コンサルタント協同組合（中小企業経営再建紛争解決センター（企業再建ＡＤＲ）） ·· ３３ 
 
 ● 事業承継関係  

《中小企業の事業承継に関する法的紛争》 

  （一社）日本企業再建研究会（事業承継ＡＤＲセンター） ······························ ３４ 
 
 ● 金融・保険関係  

《金融商品に関する紛争》 

  ＮＰＯ法人証券・金融商品あっせん相談センター（ＦＩＮＭＡＣ） ·················· ３５ 
 
《共済契約に関する紛争》 

  （一社）日本共済協会（日本共済協会共済相談所） ······································· ３６ 
 
 ● 労働関係  

《労働関係紛争》 

   茨城県社会保険労務士会（社労士会労働紛争解決センター茨城） ························ ７ 

  群馬県社会保険労務士会（社労士会労働紛争解決センター群馬） ····················· １１ 

  埼玉県社会保険労務士会（社労士会労働紛争解決センター埼玉） ····················· １３ 

  千葉県社会保険労務士会（社労士会労働紛争解決センター千葉） ····················· １６ 
  全国社会保険労務士会連合会（社労士会労働紛争解決センター） ····················· ３７ 

  ＮＰＯ法人個別労使紛争処理センター（労使紛争解決サポート首都圏） ············ ３８ 
  東京都社会保険労務士会（社労士会労働紛争解決センター東京） ····················· ３９ 

  （一社）日本産業カウンセラー協会（ＡＤＲセンター） ································· ４０ 
  神奈川県社会保険労務士会（社労士会労働紛争解決センター神奈川） ··············· ５２ 

新潟県社会保険労務士会（社労士会労働紛争解決センター新潟） ····················· ５６ 
  山梨県社会保険労務士会（社労士会労働紛争解決センター山梨） ····················· ６０ 
  長野県社会保険労務士会（社労士会労働紛争解決センター長野） ····················· ６２ 
 
 ● 生活環境関係  

《土地の境界に関する紛争》 

  茨城土地家屋調査士会（境界問題解決支援センターいばらき） ··························· ８ 

  栃木県土地家屋調査士会（境界問題解決センターとちぎ） ······························ １０ 

  千葉県土地家屋調査士会（境界問題相談センターちば） ·································１７

  神奈川県土地家屋調査士会（境界問題相談センターかながわ）························５３

  新潟県土地家屋調査士会（境界紛争解決支援センターにいがた）·····················５７

  長野県土地家屋調査士会（境界問題解決支援センター長野）···························６３

《不動産の価格に関する紛争》

（公社）日本不動産鑑定士協会連合会（不動産鑑定士調停センター）···············４１

《不動産の取引，管理，施工，相続その他の承継に関する紛争》

（一社）日本不動産仲裁機構（日本不動産仲裁機構ＡＤＲセンター）···············４２

《外国人の職場環境等に関する紛争》

  東京都行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター東京） ·······································４４

  神奈川県行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター神奈川） ·································５４

  新潟県行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター新潟） ·······································５８

長野県行政書士会（長野県行政書士紛争解決センター） ·································６４

《愛護動物に関する紛争》

東京都行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター東京） ·······································４４

  神奈川県行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター神奈川） ·································５４

  新潟県行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター新潟） ·······································５８

長野県行政書士会（長野県行政書士紛争解決センター） ·································６４

《マンションに関する紛争》

（一社）日本マンション管理士会連合会（マンション紛争解決センター） ········４３

《敷金返還等に関する紛争》

埼玉県行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター埼玉） ·······································１４

東京都行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター東京） ·······································４４

神奈川県行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター神奈川） ·································５４

新潟県行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター新潟） ·······································５８

長野県行政書士会（長野県行政書士紛争解決センター） ·································６４

● 交通事故関係

《自転車事故に関する紛争》

東京都行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター東京） ·······································４４

  （一財）日本自転車普及協会（自転車ＡＤＲセンター） ·································４５

  神奈川県行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター神奈川） ·································５４

  新潟県行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター新潟） ·······································５８

長野県行政書士会（長野県行政書士紛争解決センター） ·································６４

《自転車事故又は自動車の物損事故等に関する紛争》

埼玉県行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター埼玉） ·······································１４

● 家事関係

《夫婦関係等に関する紛争》

埼玉県行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター埼玉） ·······································１４
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《留学に関する紛争》 

ＮＰＯ法人留学協会（留学トラブル解決機関） ············································· ２９ 
 

《ブランド品に関する売買契約紛争》 

（一社）日本流通自主管理協会（ブランド１１０番） ···································· ３０ 
 

《特定商取引に関する紛争》 

（公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会（ConsumerADR）  ······ ３１ 

 
 ● 事業再生関係  

《事業再生に関する紛争》 

  事業再生実務家協会（事業再生ＡＤＲ事業本部） ·········································· ３２ 

  企業再建・承継コンサルタント協同組合（中小企業経営再建紛争解決センター（企業再建ＡＤＲ）） ·· ３３ 
 
 ● 事業承継関係  

《中小企業の事業承継に関する法的紛争》 

  （一社）日本企業再建研究会（事業承継ＡＤＲセンター） ······························ ３４ 
 
 ● 金融・保険関係  

《金融商品に関する紛争》 

  ＮＰＯ法人証券・金融商品あっせん相談センター（ＦＩＮＭＡＣ） ·················· ３５ 
 
《共済契約に関する紛争》 

  （一社）日本共済協会（日本共済協会共済相談所） ······································· ３６ 
 
 ● 労働関係  

《労働関係紛争》 

   茨城県社会保険労務士会（社労士会労働紛争解決センター茨城） ························ ７ 

  群馬県社会保険労務士会（社労士会労働紛争解決センター群馬） ····················· １１ 

  埼玉県社会保険労務士会（社労士会労働紛争解決センター埼玉） ····················· １３ 

  千葉県社会保険労務士会（社労士会労働紛争解決センター千葉） ····················· １６ 
  全国社会保険労務士会連合会（社労士会労働紛争解決センター） ····················· ３７ 

  ＮＰＯ法人個別労使紛争処理センター（労使紛争解決サポート首都圏） ············ ３８ 
  東京都社会保険労務士会（社労士会労働紛争解決センター東京） ····················· ３９ 

  （一社）日本産業カウンセラー協会（ＡＤＲセンター） ································· ４０ 
  神奈川県社会保険労務士会（社労士会労働紛争解決センター神奈川） ··············· ５２ 

新潟県社会保険労務士会（社労士会労働紛争解決センター新潟） ····················· ５６ 
  山梨県社会保険労務士会（社労士会労働紛争解決センター山梨） ····················· ６０ 
  長野県社会保険労務士会（社労士会労働紛争解決センター長野） ····················· ６２ 
 
 ● 生活環境関係  

《土地の境界に関する紛争》 

  茨城土地家屋調査士会（境界問題解決支援センターいばらき） ··························· ８ 

  栃木県土地家屋調査士会（境界問題解決センターとちぎ） ······························ １０ 

  千葉県土地家屋調査士会（境界問題相談センターちば） ·································１７

  神奈川県土地家屋調査士会（境界問題相談センターかながわ）························５３

  新潟県土地家屋調査士会（境界紛争解決支援センターにいがた）·····················５７

  長野県土地家屋調査士会（境界問題解決支援センター長野）···························６３

《不動産の価格に関する紛争》

（公社）日本不動産鑑定士協会連合会（不動産鑑定士調停センター）···············４１

《不動産の取引，管理，施工，相続その他の承継に関する紛争》

（一社）日本不動産仲裁機構（日本不動産仲裁機構ＡＤＲセンター）···············４２

《外国人の職場環境等に関する紛争》

  東京都行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター東京） ·······································４４

  神奈川県行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター神奈川） ·································５４

  新潟県行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター新潟） ·······································５８

長野県行政書士会（長野県行政書士紛争解決センター） ·································６４

《愛護動物に関する紛争》

東京都行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター東京） ·······································４４

  神奈川県行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター神奈川） ·································５４

  新潟県行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター新潟） ·······································５８

長野県行政書士会（長野県行政書士紛争解決センター） ·································６４

《マンションに関する紛争》

（一社）日本マンション管理士会連合会（マンション紛争解決センター） ········４３

《敷金返還等に関する紛争》

埼玉県行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター埼玉） ·······································１４

東京都行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター東京） ·······································４４

神奈川県行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター神奈川） ·································５４

新潟県行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター新潟） ·······································５８

長野県行政書士会（長野県行政書士紛争解決センター） ·································６４

● 交通事故関係

《自転車事故に関する紛争》

東京都行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター東京） ·······································４４

  （一財）日本自転車普及協会（自転車ＡＤＲセンター） ·································４５

  神奈川県行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター神奈川） ·································５４

  新潟県行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター新潟） ·······································５８

長野県行政書士会（長野県行政書士紛争解決センター） ·································６４

《自転車事故又は自動車の物損事故等に関する紛争》

埼玉県行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター埼玉） ·······································１４

● 家事関係

《夫婦関係等に関する紛争》

埼玉県行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター埼玉） ·······································１４
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（一社）日本産業カウンセラー協会（ＡＤＲセンター） ································· ４０ 
  （公社）家庭問題情報センター（東京ファミリー相談室） ······························ ４６ 
  小泉道子（家族のためのＡＤＲセンター） ··················································· ４７ 
 
《相続に関する紛争》 

埼玉県行政書士会（行政書士ＡＤＲセンター埼玉） ······································· １４ 
小泉道子（家族のためのＡＤＲセンター） ··················································· ４７ 
 

 ● スポーツ関係  
 《スポーツに関する紛争》 

（公財）日本スポーツ仲裁機構 ·································································· ４８ 
 

 ● エネルギー関係  
 《電力系統の利用に関する紛争》 

電力広域的運営推進機関 ··········································································· ４９ 
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