
成年後見無料相談会場一覧（平成30年度開催）
日本税理士会連合会

税理士会 管轄都道府県 実施日 実施時間 相談形態 会場名 所在地 備考

10：00～16：00 対面
札幌地下歩行空間
北大通交差点広場［西］

札幌市中央区札幌駅前地下歩行空間
13番出口付近

10：00～16：00 電話 北海道税理士会館
札幌市中央区北3条西20-2-28
北海道税理士会館3階

電話相談　TEL：011-621-7738

10：30～12：00

14：15～16：30

対面 茨城県司法書士会館 茨城県水戸市五軒町1-3-16

対面 日立シビックセンター 102号室 茨城県日立市幸町1-21-1

対面
鹿嶋市まちづくり市民センター　学習
室1～3

茨城県鹿嶋市宮中4631-1

対面
ＬＡＬＡガーデンつくば1階　コミュニティ
ルーム

茨城県つくば市小野崎字千駄苅278-1

対面 龍ケ崎プラザホテル 四季亭別館第2 茨城県龍ケ崎市佐貫3-6-2

対面
古河市中央公民館 研修室及び学習
室1

茨城県古河市下大野2248

10月20日（土） 10：00～17：00 対面・電話 栃木県税理士会館 栃木県宇都宮市鶴田町3200-2 電話相談　TEL：028-637-1007

対面 前橋地方合同庁舎1階 群馬県前橋市大手町2-3-1

対面 高崎市労使会館 群馬県高崎市東町80-1

10月20日（土） 10：00～16：00 対面 新潟県税理士会館 新潟市中央区営所通り二番町692-36
事前予約制
TEL：025-225-2202

10月13日（土） 10：00～17：00 対面・電話 関東信越税理士会
さいたま市大宮区桜木町4-333-13
OLSビル14階

電話相談　TEL：048-643-1661

千葉県税理士会
(TEL：043-242-6323)

千葉県 11月2日（金） 10：00～17：00 対面 ペリエホール「Room A＋B」 千葉市中央区新千葉1-1-1

東京税理士会
(TEL：03-3356-4421)

東京都
10月29日（月）

～10月31日（水）
14：00～16：00

(受付14：00～15：30)
対面・電話 成年後見支援センター

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-11-1
東京税理士協同組合会館3階

電話相談　TEL：03-3356-4421

10月27日（土） 10：00～16：30 対面 税理士会館８階 横浜市西区花咲町4-106
相続税・成年後見制度セミナー＆相談会として開催
【午前】10：00～11：20 セミナー、11：30～13：00 相談会
【午後】13：30～14：50 セミナー、15：00～16：30 相談会

10月27日（土） 10：00～13：00 対面 山日ＹＢＳホール 山梨県甲府市北口2-6-10
相続税・成年後見制度セミナー＆相談会として開催
10：00～11：20 セミナー、11：30～13：00 相談会

11月17日（土） 10：00～16：00 対面 三重県総合文化センター 三重県津市一身田上津部田1234

11月17日（土） 10：00～16：00 対面 静岡県立中央図書館 静岡市駿河区谷田53-1

11月29日（木） 10：00～16：00 対面 岡崎市図書館交流プラザ「りぶら」 愛知県岡崎市康生通西4-71

北海道税理士会
(TEL：011-621-7101)

北海道 11月28日（水）

仙台市青葉区中央1-3-1
アエル21階

愛知県　静岡県
三重県

・無料相談を２部構成で実施
・13：00～14：00 セミナーを開催
※テーマ：相続税と成年後見（仮）

10月27日（土） TKPガーデンシティ仙台

神奈川県　山梨県

対面

10月27日（土）

10月7日（日）

10：00～15：00

10：00～15：00

茨城県　栃木県
群馬県　埼玉県
新潟県　長野県

東北税理士会
(TEL：050-3533-6777)

青森県　秋田県
岩手県　山形県
宮城県　福島県

東京地方税理士会
(TEL：045-243-0511)

東海税理士会
(TEL：052-581-7474)

関東信越税理士会
(TEL：048-643-1661)



税理士会 管轄都道府県 実施日 実施時間 相談形態 会場名 所在地 備考

10月27日（土） 10：00～15：00 対面 イオンモール名古屋茶屋 愛知県名古屋市港区西茶屋2‐11

11月20日(火) 10：00～15：00 対面 みんなの森　ぎふメディアコスモス 岐阜県岐阜市司町40-5 セミナー開催予定

10：00～17：00 対面 税理士会館 石川県金沢市北安江3-4-6

10：00～17：00 対面 福井県税理士会館 福井県福井市日之出5-14-25

10：00～17：00 対面 ファボーレ 富山県富山市婦中町下轡田165-1

（大阪会場）あべのハルカス近鉄本店
ウイング館5階　街ステーション

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

（京都会場）ゼスト御池　寺町広場（地
下1階）

京都市中京区御池通寺町東入下本能
寺前町492-1

（兵庫会場）御影クラッセ3階 神戸市東灘区御影中町3-2-1

（奈良会場）イオンモール大和郡山　3
階フードコート前

奈良県大和郡山市下三橋町741

（和歌山会場）イオンモール和歌山　3
階イオンホール

和歌山県和歌山市中字楠谷573

（滋賀会場）イオンモール草津　2階イ
オンホール

滋賀県草津市新浜町300

対面・電話 中国税理士会館 広島市中区袋町4-15 電話相談　TEL：0120-927-370

対面・電話 岡山県税理士会館 岡山市北区南方1-2-7 電話相談　TEL：086-233-1553

10月20日（土）
10：00～17：00

（12：00～13：00を除く）
対面

瓦町FLAG8階　市民交流プラザ
IKODE瓦町

香川県高松市常磐町1-3-1

10月21日（日）
10：00～17：00

（12：00～13：00を除く）
対面 松山三越8階特設会場 愛媛県松山市一番町3-1-1

10月20日（土）
10：00～17：00

（12：00～13：00を除く）
対面 アミコ専門店街　1階シンボル広場 徳島県徳島市元町1-24

10月20日（土）
10：00～17：00

（12：00～13：00を除く）
対面 フジグラン高知　2階イベント広場 高知県高知市朝倉東町52-15

九州北部税理士会
(TEL：092-433-2366)

福岡県　佐賀県
長崎県

10月27日（土） 10：00～17：00 対面 九州北部税理士会館 福岡市博多区博多駅南1‐13‐21 ※事前予約制

南九州税理士会
(TEL：096-372-1151)

熊本県　大分県
宮崎県　鹿児島県

10月13日（土）
10：00～17：00

（最終受付16：00）
対面 くまもと県民交流館パレア 熊本市中央区手取本町8‐9

沖縄税理士会
(TEL：098-859-6225)

沖縄県 10月20日（土）
10：00～17：00

（最終受付16：00）
対面 沖縄県立博物館「講座室」 沖縄県那覇市おもろまち3-1-1

10月20日（土）

愛知県　岐阜県

大阪府　京都府
兵庫県　奈良県

和歌山県　滋賀県

10月21日（日）

10：00～16：30
（最終受付16：00）

対面

四国税理士会
(TEL：0120-883-110)

広島県　岡山県
山口県　鳥取県

島根県

香川県　愛媛県
徳島県　高知県

近畿税理士会
(TEL：06-6941-6886)

名古屋税理士会
(TEL：052-752-7711)

北陸税理士会
(TEL：076-223-1841)

石川県　福井県
富山県

中国税理士会
(TEL：082-246-0088)

10：00～17：00
（最終受付16：00）

11月3日（土）


