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暮らしと事業の
無料相談会

こんなとき、どうすればいいの？ のコト。
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https://www.tokyo-gyosei.or.jp

暮らしや事業の中での
いろいろな悩み・トラブル…。

そんなときこそ、
行政書士が頼りになります！
相談してみませんか

（予約不要・無料）。

難しい言葉や面倒な
手続きがわからない。

誰に相談しよう？

日本行政書士会連合会 
公式キャラクター ユキマサくん ※都内各地域の無料相談会の日時、場所についてはウラ面をご覧ください。

市民相談センター TEL:03-5489-2411　行政書士ADRセンター東京 TEL:03-5489-7441　公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ TEL:03-3476-5131

東京都庁第二本庁舎1階 南側臨時窓口場 所

03-5489-2411（土日祝日・年末年始をのぞく）

10月10日（木）・11日（金） 午前10時～午後4時日 時

電 話

会場までのご案内

遺言書を作りたいのだけど？

親が認知症かも。
成年後見制度を利用したいのだけど……。

車庫証明の取得や名義変更をしてもらいたい！

交通事故にあったが、
どのような手続きが必要？
事業を始めたいけど、
この事業って営業許可が必要？

❻
❼
❽
❾


外国人を雇用したいが、手続きがわからない！

今ある契約書で良いかどうか
チェックしてほしい！

空き家のことで困っているんだけど……。

私のホームページの記事がそのまま
利用されている。著作権の侵害ではないの？
訪問販売で買い物をしてしまった！
解約できるの？
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（　　　　 ）東京都行政書士会が運営
する無料相談窓口です。

東京都行政書士会

そうだ
　　

行政書
士に

相談し
よう！



令和元年度　東京都行政書士会　支部街頭無料相談会場のご案内（会場等の都合で日時に変更があった場合にはお許し願います）

＊無料相談会場の案内は、市民相談センターまでお問い合わせください。TEL.03-5489-2411（12：30 ～ 16：30　土日祝日等除く）
＊各支部については、東京都行政書士会のホームページをご覧ください。https://www.tokyo-gyosei.or.jp

開催日 相談受付時間 相談会場 担当支部
10 月 1 日（火） 12：00～16：00 新宿区役所　本庁舎 新宿
10 月 3 日（木） 10：00～16：00 千代田区役所　1 階区民ホール 千代田

10 月 4 日（金）
10：00～15：00 JR 赤羽駅　東口広場 北
10：00～16：00 昭島市役所　1 階ロビー 多摩西部
13：00～16：00 中野区役所　正面玄関前 中野

10 月 5 日（土） 10：00～16：00 錦糸公園（すみだまつり・こどもまつり会場） 墨田
10 月 6 日（日） 10：00～13：00 錦糸公園（すみだまつり・こどもまつり会場） 墨田
10 月 7 日（月） 10：00～16：00 調布市役所　市民相談課前 調布

10 月 8 日（火）
9：30～11：50 武蔵野市役所　1 階ロビー 武鷹

10：00～16：00 青梅市役所　2 階 多摩西部
13：00～16：00 奥多摩町保健福祉センター 多摩西部

10 月 10 日（木） 13：30～16：30 豊洲文化センター　会議室 江東

10 月 11 日（金） 10：00～18：00 八重洲ブックセンター本店前 中央
13：00～16：00 墨田区役所　1 階アトリウム 墨田

10 月 12 日（土）

10：00～15：00 荒川河川敷　虹の広場 足立
10：00～15：00 府中公園（第 39 回府中福祉まつり） 府中
10：00～16：00 大崎駅南口東西自由通路（夢さん橋） 品川
10：00～17：00 JR 八王子駅北口西放射線ユーロード八王子古本まつり会場内特設テント（キクマツヤ付近） 八王子
10：00～18：00 八重洲ブックセンター本店前 中央
11：00～17：00 東京都港区芝公園　 「芝公園」みんなの広場エリア　42 番テント 港

10 月 13 日（日）

9：00～15：30 都立篠崎公園内　ライフアップ広場 江戸川
10：00～15：00 荒川河川敷　虹の広場 足立
10：00～15：00 府中公園（第 39 回府中福祉まつり） 府中
10：00～16：00 東京都港区芝公園　 「芝公園」みんなの広場エリア　42 番テント 港
10：00～17：00 JR 八王子駅北口西放射線ユーロード八王子古本まつり会場内特設テント（キクマツヤ付近） 八王子

10 月 15 日（火） 12：00～16：00 新宿区役所　本庁舎 新宿
10 月 16 日（水） 9：30～15：30 南市民センター 町田

10 月 17 日（木） 10：00～16：00 江東区役所　2 階ロビー 江東
10：00～16：00 羽村市コミュニティセンター　2 階 多摩西部

10 月 18 日（金）

10：00～16：00 大田区役所　3 階中央展示コーナー 大田
10：00～16：00 葛飾区役所　2 階区民ホール 葛飾
11：00～16：00 練馬区役所　1 階アトリウム 練馬
13：00～16：00 狛江市中央公民館（狛江市役所横） 調布

10 月 19 日（土）
10：00～16：00 木場公園　都民ひろば（江東区民まつり会場） 江東
10：00～16：30 都立小金井公園（小金井なかよし市民まつり会場） 多摩中央
13：00～16：30 JR 国分寺駅南口広場 国分寺

10 月 20 日（日）

10：00～14：00 本所地域プラザ BIG SHIP（BIG SHIP まつり 2019 会場内） 墨田
10：00～15：00 福祉フェスタ（多摩市総合福祉センター・アクアブルー多摩） 府中
10：00～16：00 木場公園　都民ひろば（江東区民まつり会場） 江東
10：00～16：00 板橋区立文化会館前　特設会場 板橋
10：00～16：00 あかしあ通り特設テント（小平市民まつり会場） 多摩中央
10：00～16：00 清瀬市民まつり会場「けやき通り（清瀬駅北口から志木街道まで）」 田無
10：00～16：30 都立小金井公園（小金井なかよし市民まつり会場） 多摩中央

10 月 21 日（月）

9：30～11：50 三鷹市役所　1 階ロビー 武鷹
10：00～16：00 杉並区役所　中棟 1 階エントランスホール 杉並
10：30～16：30 都営大江戸線「上野御徒町駅」改札口横通路 台東
13：30～16：30 総合区民センター　会議室 江東

10 月 23 日（水）
10：00～16：00 東京交通会館　1 階イベントスペース 千代田
10：00～16：00 目黒区役所総合庁舎本館　1 階西口ロビー 目黒
10：00～16：00 荒川区役所　3 階区民相談所 荒川

10 月 25 日（金） 10：00～15：30 町田まちづくり公社　ぽっぽ町田（イベントスペース） 町田
10：00～16：00 烏山区民センター前広場 世田谷

10 月 26 日（土）
10：00～15：00 稲城中央公園（第 18 回　Iのまち　いなぎ市民まつり） 府中
10：00～16：00 新宿タカシマヤ　2 階JR口　特設会場 渋谷
11：00～16：00 とげぬき地蔵尊　高岩寺境内入口付近 豊島

10 月 27 日（日） 10：00～15：00 稲城中央公園（第 18 回　Iのまち　いなぎ市民まつり） 府中
10 月 28 日（月） 10：00～16：00 あきる野市役所　1 階コミュニティーホール 多摩西部

10 月 29 日（火） 10：00～16：00 武蔵村山市役所　1 階ロビー 立川
10：00～16：00 福生市役所　1 階ロビー 多摩西部

10 月 31 日（木） 10：00～16：00 立川市役所　1 階ロビー（多目的ホール） 立川

11 月 2 日（土）
10：00～15：00 日の出町産業祭　日の出町民グランド 多摩西部
10：00～15：00 青梅市産業祭　青梅市永山公園 多摩西部
10：00～16：00 代々木公園　渋谷くみんの広場 渋谷

11 月 3 日（日）

10：00～15：00 日の出町産業祭　日の出町民グランド 多摩西部
10：00～15：00 青梅市産業祭　青梅市永山公園 多摩西部
10：00～15：30 町田まちづくり公社　ぽっぽ町田（国際ボランティア祭　夢広場会場） 町田
10：00～16：00 代々木公園　渋谷くみんの広場 渋谷
10：00～16：00 東大和市役所（東やまと産業まつり会場） 立川

11 月 4 日（月） 10：00～15：30 東大和市役所（東やまと産業まつり会場） 立川
11 月 5 日（火） 12：00～16：00 新宿区役所　本庁舎 新宿
11 月 7 日（木） 12：00～16：00 都営新宿線「市ヶ谷駅」構内 千代田

11 月 9 日（土）

10：00～15：00 日野市　市民の森ふれあいホール　日野市産業まつり会場内特設ブース 八王子
10：00～15：30 西東京市民まつり会場「西東京いこいの森公園」 田無
10：00～15：30 東村山市民産業まつり会場「市役所周辺および天王森公園」 田無
12：00～16：30 東久留米市民みんなのまつり会場「東久留米駅西口～市役所 1 階屋内・屋外ひろば」 田無

11 月 10 日（日）

9：00～15：00 西東京市民まつり会場「西東京いこいの森公園」 田無
10：00～15：00 日野市　市民の森ふれあいホール　日野市産業まつり会場内特設ブース 八王子
10：00～15：00 国立市消費生活展会場（谷保第四公園・くにたち市民芸術小ホール） 立川
10：00～15：30 東村山市民産業まつり会場「市役所周辺および天王森公園」 田無
10：00～15：30 東久留米市民みんなのまつり会場「東久留米駅西口～市役所 1 階屋内・屋外ひろば」 田無

11 月 12 日（火） 13：00～17：00 文京総合福祉センター江戸川橋　4 階地域活動室 文京


