
令和３年度　成年後見及び相続税に関する無料相談会場一覧（９月２１日現在）

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 相談形式 相談会場／電話番号 備考

11月12日（金） 10：30～16：30 対面+オンライン
チカホ（札幌地下歩行空間）
北大通交差点広場（東）

相談員である税理士はWEB会議システム
「Zoom」にて相談に応じます。

11月12日（金） 10：30～16：30 電話 TEL：011-621-7738

対面
東北税理士会館
【所在地】仙台市若林区新寺1-7-41

電話 TEL：050-3533-6777

10月2日（土）
10：00～17：00

（受付終了16：00）
対面

栃木県税理士会館
【所在地】栃木県宇都宮市鶴田町3200-2

10月16日（土） 10：00～16：00 対面
新潟県税理士会館
【所在地】新潟市中央区営所通二番町692-36

※事前予約制
TEL：025-225-2202

11月24日(水)
13：30～16：30

（受付終了16：00）
対面

長野市生涯学習センター
【所在地】長野市鶴賀問御所町1271-3　ToiGOWEST3階

11月24日(水)
13：30～16：30

（受付終了16：00）
対面

上田商工会議所
【所在地】長野県上田市大手1-10-22

11月25日(木)
13：30～16：30

（受付終了16：00）
対面

佐久平交流センター
【所在地】長野県佐久市佐久平駅南4-1

11月25日(木)
13：30～16：30

（受付終了16：00）
対面

松本商工会館
【所在地】長野県松本市中央1-23-1

11月25日(木)
13：30～16：30

（受付終了16：00）
対面

下諏訪商工会議所会館
【所在地】長野県諏訪郡下諏訪町西鷹野町4611

11月25日(木)
13：30～16：30

（受付終了16：00）
対面

伊那公民館
【所在地】長野県伊那市中央5052

11月25日(木)
13：30～16：30

（受付終了16：00）
対面

飯田市勤労者福祉センター
【所在地】長野県飯田市東栄町3108-1

千葉県税理士会
(TEL：043-242-6323)

千葉県 10月9日（土） 10：00～17：00 対面
ペリエホール
【所在地】千葉市中央区新千葉1-1-1
ペリエ千葉7階

※事前予約制
TEL：043-242-6323

10:00～12:00
13:00～15:00

※事前予約制
TEL：050-3533-6777

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

11月6日（土）

北海道税理士会
(TEL：011-621-7101)

北海道

関東信越税理士会
(TEL：048-643-1661)

茨城県　栃木県
群馬県　埼玉県
新潟県　長野県
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令和３年度　成年後見及び相続税に関する無料相談会場一覧（９月２１日現在）

税理士会 管轄都道府県 実施日 実施時間 相談形式 相談会場／電話番号 備考

11月15日（月）
～11月19日（金）

10：00～16：00 電話 TEL：03-3356-4421

11月15日（月）
～11月19日（金）

13：00～16：00 オンライン －
※事前予約制
（予約期間10月1日～11月12日）
TEL：03-3356-6377

11月13日（土） 13：30～16：30 対面
税理士会館8階
【所在地】横浜市西区花咲町4-106

【セミナー】13：35～14：50
【相談会】15：00～16：30

11月13日（土） 10：00～13：00 対面
山日YBSホール
【所在地】山梨県甲府市北口2-6-10

【セミナー】相続税10：05～10：50
              成年後見10：50～11：20
【相談会】11：30～13：00

10月30日（土） 10：00-16：00 電話 未定

10月31日（日） 10：00-16：00 電話 未定

名古屋税理士会
(TEL：052-752-7711)

愛知県　岐阜県 12月6日（月）
10：00～15：00

（受付終了14：30）
電話 TEL：052-752-7211

石川県 10月16日（土） 10：00～17：00 対面（予定）
税理士会館
【所在地】石川県金沢市北安江3-4-6

※事前予約制
TEL：076-223-1841
（北陸税理士会）

福井県 10月16日（土） 10：00～17：00 対面（予定）
福井県税理士会館
【所在地】福井県福井市日之出5-14-25

※事前予約制
TEL：0776-52-0510
（北陸税理士会福井事務局）

富山県 10月16日（土） 10：00～17：00 対面（予定）
ファボーレ
【所在地】富山県富山市婦中町下轡田165-1

※事前予約制
TEL：076-422-4034
（北陸税理士会富山事務局）

近畿税理士会
(TEL：06-6941-6886)

大阪府　京都府
兵庫県　奈良県

和歌山県　滋賀県

11月15日（月）
～11月21日（日）

10：00～16：00
（12：00～13：00を除く）

電話 TEL：0120-40-7373 事前予約不要

対面
中国税理士会館
【所在地】広島市中区袋町4-15

※事前予約制
TEL：082-246-0088

電話 TEL：0120-927-370

対面
岡山県税理士会館
【所在地】岡山市北区南方1-2-7

※事前予約制
TEL：086-233-1553

電話 TEL：086-233-1553

11月13日（土）
10：00～16：30

（最終受付16：00）

11月13日（土）
10：00～16：30

（最終受付16：00）

東京税理士会
(TEL：03-3356-6377)

東京都

東京地方税理士会
(TEL：045-243-0511)

広島県　岡山県
山口県　鳥取県

島根県

北陸税理士会
(TEL：076-223-1841)

中国税理士会
(TEL：082-246-0088)

神奈川県　山梨県

東海税理士会
(TEL：052-581-7474)

愛知県　静岡県
三重県
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令和３年度　成年後見及び相続税に関する無料相談会場一覧（９月２１日現在）

税理士会 管轄都道府県 実施日 実施時間 相談形式 相談会場／電話番号 備考

10月2日（土）
10：00～17：00

（最終受付16：00）
対面

市民交流プラザIKODE瓦町
【所在地】香川県高松市常盤町1-3-1　瓦町フラッグ8F

電話への切替または実施日を順延する可
能性があります。

10月2日（土）
10：00～17：00

（最終受付16：00）
対面

フジグラン松山グランドーム2階　北側駐車場通路前特設
会場
【所在地】愛媛県松山市宮西1-2-1

〃

10月2日（土）
10：00～17：00

（最終受付16：00）
対面

徳島県立総合福祉センター101会議室
【所在地】徳島市中昭和町1-2

〃

10月2日（土）
10：00～17：00

（最終受付16：00）
対面

高知会館4Fやまもも
【所在地】高知市本町5-6-42

〃

TEL：092-433-2366

九州北部税理士会館
【所在地】福岡市博多区博多駅南1-13-21

TEL：092-433-2366

北九州市立商工貿易会館
【所在地】北九州市立小倉北区古船場町1-36

TEL：092-433-2366

佐賀税理士会館
【所在地】佐賀市八幡小路5-26

熊本県 10月9日（土） 10:00～17:00 対面
くまもと県民交流館パレア
【所在地】熊本市中央区手取本町8-9

※事前予約制
各会場、ＱＲコードを利用した予約サイトに
て事前予約をする予定です。

大分県 10月23日（土） 10:00～17:00 対面
ホルトホール大分
【所在地】大分市金池南1-5-1

〃

鹿児島県 10月23日（土） 10:00～17:00 対面
鹿児島県産業会館
【所在地】鹿児島市名山町9-1

〃

宮崎県 10月16日（水） 10:00～17:00 対面
宮日会館
【所在地】宮崎市高千穂通1-1-33

〃

沖縄税理士会
(TEL：098-859-6225)

沖縄県 10月21日（木） 10:00～16:00 電話 未定

11月20日（土） 10：00～15：45 対面または電話
※事前予約制
TEL：092-433-2366

10月23日（土） 10：00～15：45 対面または電話
※事前予約制
TEL：092-433-2366

※事前予約制
TEL：092-433-2366

11月14日（日） 10：00～15：45 対面または電話

南九州税理士会
(TEL：096-372-1151)

四国税理士会
(TEL：0120-883-110)

香川県　愛媛県
徳島県　高知県

九州北部税理士会
(TEL：092-433-2366)

福岡県　佐賀県
長崎県
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