
ハラスメント相談（関東）※日弁連ひまわりサーチ参照

杉井 静子（すぎい しずこ） 登録番号11341 弁護士

事務所所在地 〒1900014 東京都立川市緑町7-1 アーバス立川高松駅前ビル1階
地図

事務所名 ひめしゃら法律事務所

事務所TEL
042-548-8675

事務所FAX 042-548-
8676

原資格国名

登録年 1969年 修習期 21期 生年 1944年 性別 女性

出身地 東京都 八王子市中野山王

学歴 中央大学法学部卒業

所属弁護士会 第二東京

執務時間 午前10時～午後6時
取扱業務 借地・借家 建築紛争・欠陥住宅（消費者側，業者側を問わず） 交通事故 医療事故（患者側） その他の事故（学校事

故等） 離婚・親権（親子関係を含む。） 遺言・相続 ドメスティックバイオレンス・ストーカー等 子どもの権利 高齢者・障害
者の財産管理，介護，成年後見 高齢者・障害者の虐待・差別問題 境界・騒音・その他近隣関係の紛争 環境・公害紛
争 金銭貸借（保証を含む。） サラ金，多重債務（債務整理・個人破産・個人再生を含む。） 国際的家事・相続 一般刑
事 少年事件 契約法・商取引 債権保全・債権回収 労働事件（労働者側） 労災事故 セクハラ・パワハラ 公益通報者の
支援 行政紛争（住民側） 行政・自治体法務 公的年金・生活保護

重点取扱業務 離婚・親権（親子関係を含む。） 遺言・相続 ドメスティックバイオレンス・ストーカー等 子どもの権利 高齢者・障害者の
財産管理，介護，成年後見 労働事件（労働者側） 労災事故 セクハラ・パワハラ 行政・自治体法務

大学等での教
授、講師歴

中央大学非常勤講師（司法演習）
都留文科大学非常勤講師（ジェンダー論）

その他の経歴 第二東京弁護士会副会長
関東弁護士会連合会理事長
日弁連両性の平等に関する委員会委員長
日弁連家事法制委員会委員長

著作及び論文
名

「セクシュアル・ハラスメント処方箋」（アドア出版）
「オフィスにもちこまれる性」（大月書店・共著）
「事件に見る親と子の余白」（新日本出版社）
「新しい法と自分らしい生き方」（新日本出版社）
「あなたと考える憲法・国民投票法」（ケイアイメディア）
「格差社会と生きるー男と女の新ジェンダー論」（かもがわ出版）

紹介の要否 不要

民事法律扶助
の取扱の有無 有

菅谷 貴子（すがや たかこ） 登録番号29774 弁護士

事務所所在地 〒1070052 東京都港区赤坂7-5-7 赤坂光陽ビル5階
事務所名 山田・尾法律事務所

事務所TEL 03-3585-7451 事務所FAX 03-3585-7452 原資格国名

登録年 2002年 修習期 55期 性別 女性

出身地 東京都 港区赤坂

学歴 慶應義塾大学法学部法律学科卒業

所属弁護士会 第二東京

執務時間 9:30～18:00
取扱業務 不動産取引一般 借地・借家 マンション法に関する紛争 交通事故 欠陥商品・製造物責任 離婚・親権（親子関係を含む。） 遺言・相続 境界・騒音・その他近隣関係の紛争 金銭貸借（保証を含む。） サラ金，多重債務（債務整理・個人破産・個人再生を含む。） 少年事件 犯罪被害者の支援 会社法一般（株主総会・企業の社会的責任（ＣＳＲ）・その他会社経営一般） 株主代表訴訟 Ｍ＆Ａ・企業再編 事業承継 個人情報保護 契約法・商取引 債権保全・債権回収 独占禁止法 不正競争防止法 著作権法 エンタテインメント法（芸能人・スポーツ選手などとの契約関係等） ＩＴ関連紛争 労働事件（使用者側） 労働事件（労働者側） 労災事故 セクハラ・パワハラ 公益通報者の支援

重点取扱業務

大学等での教授、講師歴慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤嘱託職員 実務家ゼミ担当(2003～）
桐蔭横浜大学大学院法務研究科 客員教授（2006～）

著作及び論文名「Q&A 社員の問題行動 対応の法律知識」（日経文庫共著）
「Q&A セクシュアル・ハラスメント ストーカー規制法解説 第2版」（三省堂共著）
「こんなときどうする 製造物責任・企業賠償責任」（第一法規共著）
VHS版／DVD版 「判例・事例から学ぶセクハラ・グレーゾーン」（日本経済新聞社 共同監修）
「改正均等法セクハラ早わかり」（日本経済新聞出版社 共同監修)

坂東 利国（ばんどう よしくに） 登録番号30894 弁護士

事務所所在地 〒1050003 東京都港区西新橋2-17-2 HF虎ノ門ビルディング2階
地図
地図画像

事務所名 ホライズンパートナーズ法律事務所

http://www.google.co.jp/maps?f=q&hl=ja&q=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E7%AB%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E7%B7%91%E7%94%BA7-1&ie=UTF8
http://www.google.co.jp/maps?f=q&hl=ja&q=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E7%AB%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E7%B7%91%E7%94%BA7-1&ie=UTF8


事務所TEL 03-5425-7431 事務所FAX 03-5425-7432 原資格国名

登録年 2003年 修習期 56期 生年 1970年 性別 男性

出身地 千葉県 弁護士

学歴 千葉県立千葉高等学校卒業
慶應義塾大学法学部法律学科卒業

所属弁護士会 東京

法曹以外の資格上級個人情報保護士

執務時間 10：00～20：00
HPアドレス https://www.profile.bando-law.com/
取扱業務 不動産取引一般 借地・借家 マンション法に関する紛争 交通事故 その他の事故（学校事故等） 欠陥商品・製造物責任 証券・先物取引被害 詐欺商法・マルチ商法・過量販売等 離婚・親権（親子関係を含む。） 遺言・相続 高齢者・障害者の財産管理，介護，成年後見 金銭貸借（保証を含む。） サラ金，多重債務（債務整理・個人破産・個人再生を含む。） 一般刑事 経済事犯 犯罪被害者の支援 民事介入暴力 会社法一般（株主総会・企業の社会的責任（ＣＳＲ）・その他会社経営一般） 株主代表訴訟 Ｍ＆Ａ・企業再編 事業承継 個人情報保護 契約法・商取引 債権保全・債権回収 法人倒産（会社破産・会社更生・民事再生・特別清算を含む。） エンタテインメント法（芸能人・スポーツ選手などとの契約関係等） ＩＴ関連紛争 労働事件（使用者側） 労働事件（労働者側） 労災事故 セクハラ・パワハラ

重点取扱業務 不動産取引一般 借地・借家 交通事故 その他の事故（学校事故等） 離婚・親権（親子関係を含む。） 遺言・相続 金銭貸借（保証を含む。） サラ金，多重債務（債務整理・個人破産・個人再生を含む。） 会社法一般（株主総会・企業の社会的責任（ＣＳＲ）・その他会社経営一般） 事業承継 個人情報保護 契約法・商取引 労働事件（使用者側） セクハラ・パワハラ

大学等での教授、講師歴上級個人情報保護士認定講習会 講師（2013.9～ (一財)日本情報学習振興協会）
ハラスメントカウンセラー認定講習会 講師（2018.11～（一財）日本カウンセラー協会）

その他の経歴 働き方改革支援コンソーシアム 顧問理事
日本労働法学会会員
日本スポーツ法学会会員
日本CSR普及協会会員

著作及び論文名マイナンバー社内規程集（日本法令）
マイナンバー実務検定公式テキスト（日本能率協会マネジメントセンター）
個人情報保護士認定試験公認テキスト（共著・全日本情報学習振興協会）
改正個人情報保護法対応規定・書式集（日本法令）
働き方改革と労働法務（マイナビ出版）
【DVD】無期転換制度による法的リスク対応と就業規則等の整備のポイント（日本法令）
【DVD】「同一労働・同一賃金」の実務（日本法令）

紹介の要否 不要

川崎 仁寛（かわさき まさひろ） 登録番号44647 弁護士

事務所所在地 〒2600013 千葉県千葉市中央区中央4-17-3 袖ヶ浦ビル6階
地図
地図画像

事務所名 佐野総合法律事務所

事務所TEL 043-239-6135 事務所FAX 043-225-6533 原資格国名

性別 男性

出身地 千葉県

学歴 2001年 県立千葉高等学校 卒業
2005年 東京大学法学部 卒業
2008年 東京大学法科大学院 修了

法曹以外の資格宅地建物取引士
空き家相談士

執務時間 9:00 - 18:00
HPアドレス https://www.mk-sslaw.com/
取扱業務 不動産取引一般 借地・借家 建築紛争・欠陥住宅（消費者側，業者側を問わず） マンション法に関する紛争 交通事故 医療事故（病院側） その他の事故（学校事故等） 離婚・親権（親子関係を含む。） 遺言・相続 ドメスティックバイオレンス・ストーカー等 子どもの権利 高齢者・障害者の財産管理，介護，成年後見 高齢者・障害者の虐待・差別問題 金銭貸借（保証を含む。） サラ金，多重債務（債務整理・個人破産・個人再生を含む。） 年金・保険 一般刑事 少年事件 犯罪被害者の支援 民事介入暴力 会社法一般（株主総会・企業の社会的責任（ＣＳＲ）・その他会社経営一般） 株主代表訴訟 Ｍ＆Ａ・企業再編 事業承継 土壌汚染・廃棄物処理等環境汚染に係る問題 個人情報保護 契約法・商取引 債権保全・債権回収 独占禁止法 労働事件（使用者側） 労働事件（労働者側） 労災事故 セクハラ・パワハラ 行政・自治体法務

重点取扱業務 不動産取引一般 建築紛争・欠陥住宅（消費者側，業者側を問わず） 交通事故 医療事故（病院側） 遺言・相続 高齢者・障害者の財産管理，介護，成年後見 会社法一般（株主総会・企業の社会的責任（ＣＳＲ）・その他会社経営一般） 労働事件（使用者側） 労災事故

取扱業務に関する具体的記載（判決紹介を含む）企業労務（解雇、残業代、労災、団体交渉、ハラスメント対応）をメインに取り扱っています。
地域最大級の総合法律事務所で労働事件を担当する中で得たノウハウを活かし、相談者様に最適な解決案をご提示いたします。事業者様も初回30分は【相談無料】となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

【主な取扱業種】
不動産、建設・運送、医療、学校・社会福祉事業（保育、介護等）、小売店、警備業、金融機関、保険（自動車事故、施設賠償）など

本会又は日弁連における委員会活動歴千葉県建築相談協議会推進委員会 副委員長
千葉県弁護士会住宅紛争審査会運営委員会 副委員長
千葉県紛争解決支援センター 委員
千葉県弁護士会子どもの権利委員会 委員

大学等での教授、講師歴「実例に学ぶ 建築士事務所トラブル予防研修会」 （公社）千葉県建築士事務所協会 主催
「空き家処分にかかる実務上の留意点」（一社）空き家相談士協会 主催

その他の経歴 千葉市住宅政策審議会 委員
(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター 紛争処理委員
社会福祉法人 理事

著作及び論文名『主文例からみた請求の趣旨記載例集』（共著／日本加除出版）

紹介の要否 不要

https://www.profile.bando-law.com/
https://www.mk-sslaw.com/


所感（自由記載）企業労務のほか、役員・従業員様が抱える離婚・相続・交通事故など多様な事件に対応可能です。
また、多数の弁護士が在籍する千葉県最大級の総合法律事務所に所属しておりますので、得意分野での経験を活かしつつ、必要に応じて適宜複数の弁護士が連携することにより、依頼者様の多様なニーズに迅速かつ適切に対応できるよう心がけております。
皆様が困ったときや悩んだときに、安心して相談できる身近なパートナーが目標です。「地域で頑張る全ての事業者様へ、良質なリーガルサービスをお届けしたい」との思いから日々の業務に励んでいます。

丁寧・親切な説明を心掛けております。お気軽にお問い合わせください。


