
市町村名 相談内容 相談日 時間 相談場所 予約 予約受付・問合せ先

名古屋市 登記 毎月　第３水曜日 午後1時～4時 住まいの相談コーナー 要
住まいの相談コーナー
052-242-4555

日進市
司法書士
業務全般

毎月（開催日は要問合せ） 午後1時30分～4時55分 日進市役所 要
日進市役所　生活安全課
0561-73-3491

東郷町
司法書士
業務全般

偶数月（開催日は要問合せ） 午後1時30分～4時50分 東郷町役場 要
東郷町役場　地域協働課
0561-56-0727

豊明市 クレサラ 奇数月（開催日は要問合せ） 午後1時30分～4時50分 豊明市役所 要
豊明市役所　秘書広報課
0562-92-8360

長久手市
司法書士
業務全般

毎月　第１・第３木曜日、第４火曜日
（祝日の場合を除く）

午後1時30分～5時 長久手市役所西庁舎２階悩みごと相談室 要
長久手市くらし文化部悩みごと相談室
0561-56-0551

津島市
相続
登記

毎月　第１水曜日
（相談日が祝日の場合は変更あり）

午後1時～3時 津島商工会議所 要
津島商工会議所
0567-28-2800

偶数月　第３木曜日
（相談日が祝日の場合は変更あり）

午後1時～3時 愛西市役所

奇数月　第３木曜日
（相談日が祝日の場合は変更あり）

午後1時～3時 八開総合福祉センター

弥富市
相続
登記
後見

奇数月　第３水曜日
（相談日が祝日の場合は変更あり）

午後1時～3時 十四山総合福祉センター 要
弥富市社会福祉協議会
0567-65-8105

奇数月　第４木曜日
（相談日が祝日の場合は変更あり）

午前10時～正午 甚目寺総合福祉会館

偶数月　第４木曜日
（相談日が祝日の場合は変更あり）

午前10時～正午 美和総合福祉センターすみれの里

奇数月　第２木曜日
（相談日が祝日の場合は変更あり）

午前10時～正午 七宝総合福祉センター

蟹江町
相続
登記
後見

偶数月　第３水曜日
（相談日が祝日の場合は変更あり）

午後1時～3時 多世代交流施設「泉人」 要
蟹江町社会福祉協議会
0567-96-2940

大治町
相続
登記
後見

奇数月　第３火曜日
（相談日が祝日の場合は変更あり）

午後2時～4時 大治町総合福祉センター希望の家 要
大治町社会福祉協議会
052-442-0990

春日井市 登記 毎月　第２金曜日 午後1時～4時 春日井市役所 要
春日井市役所
0568-85-6620

小牧市 登記 毎月　第２火曜日 午前9時～12時 小牧市役所本庁舎２階相談室 不要

瀬戸市 登記 毎月　第２木曜日（１０月を除く） 午前10時～12時、午後1時～3時 瀬戸市役所 不要

尾張旭市 登記 毎月　第２水曜日（１０月を除く） 午前9時～12時 尾張旭市役所２階市民相談室 不要

毎月　第４木曜日 午後1時～4時 一宮市思いやり会館３階

毎月　第３水曜日 午後1時～3時 一宮市役所　尾西庁舎４階

稲沢市 登記 毎月　第３金曜日 午後1時～4時 稲沢市総合文化センター 不要

江南市 登記 毎月　第１・第３・第４水曜日 午後1時30分～3時30分 江南市役所西分庁舎 不要

岩倉市 登記 毎月　第２水曜日 午後1時～4時 岩倉市役所市民相談室 不要

犬山市 登記 毎月　第２水曜日 午後1時～3時 犬山市役所 不要

扶桑町 登記 毎月　第３水曜日 午後1時～3時 扶桑町役場 不要

大口町 登記 毎月　第４水曜日 午後1時～3時 大口町役場 不要

大府市 登記 毎月　第１水曜日 午後1時30分～4時30分 大府市役所 不要
大府市役所　青少年女性課
0562-45-6219

半田市
空家
登記

毎月　第２水曜日 午後1時～4時 半田市役所 要
半田市役所　建築課住宅施設担当
0569-84-0670

常滑市
登記

クレサラ
空家

毎月　第２水曜日 午後1時～4時 常滑市役所 要
常滑市役所　商工観光課
0569-47-6116

知多市
相続登記
贈与登記

債務
偶数月　第２水曜日 午後1時～3時 知多市役所 要

知多市役所　商工振興課
0562-33-3151

東海市
多重債務
相続登記

奇数月　第２木曜日 午後1時～3時 東海市役所 不要
東海市役所　商工労政課
0562-33-1111

東浦町 空家 毎月　第３水曜日 午後1時～3時 東浦町役場 要
東浦町役場　都市計画課
0562-83-3111

毎月　第１・第３・第４火曜日 午後1時30分～4時30分

毎月　第３木曜日（３月は第１木曜日） 午後1時30分～4時30分

裁判関係
クレサラ

毎月　第１・第３月曜日 午後1時～4時

登記 毎月　第２水曜日 午後1時～4時

裁判関係
クレサラ

毎月　第１・第４火曜日 午後1時～4時

登記 毎月　第２木曜日 午後1時～4時

裁判関係
クレサラ

毎月　第２・第４木曜日 午後1時～3時

登記 毎月　第２水曜日 午後1時～3時

知立市
裁判関係
クレサラ

毎月　第２・第４火曜日 午後2時30分～4時45分 知立市役所市民相談コーナー 要
知立市役所　市民相談コーナー
0566-83-1111

幸田町
裁判関係
クレサラ

毎月　第１・第３水曜日 午後1時～4時 幸田町福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ相談室 要
幸田町福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　相談室
0564-62-7171

裁判関係
クレサラ

毎月　第２金曜日 午後1時30分～4時 要
西尾市役所　市民課相談室
0563-65-2198

登記 毎月　第２水曜日 午後1時～4時 不要

みよし市 登記 毎月　第３火曜日 午後1時～4時 みよし市役所市民課相談室 不要

碧南市
登記

裁判関係
クレサラ

毎月　第３木曜日
午後1時30分～4時
（受付:午後1時～ 先着5組）

碧南市役所相談室 不要

高浜市 登記 偶数月　第１土曜日 午前9時～11時 高浜市役所１階相談室 要
司法書士海藤洋文事務所
0566-52-0150

豊橋市 登記 毎月　第２・第４月曜日 午後1時～4時 豊橋市役所安全生活課（東館12F） 要
豊橋市役所安全生活課（東館12F）
0532-51-2304

豊川市 登記 毎月　第１・第３火曜日 午後1時～4時 プリオ市民相談室(プリオビル5F) 要
豊川市役所市民相談室(北庁舎4F)
0533-89-2104

蒲郡市 登記 奇数月　第２水曜日 午前9時～12時 蒲郡市役所１階市民相談室 要
蒲郡市役所市民課
0533-66-1110

田原市 登記 奇数月　第３水曜日 午後1時～4時 田原福祉センター相談室 要
田原福祉センター相談室
0531-23-0610

東栄町 登記 毎月　第１火曜日 午前10時～正午 東栄町役場小会議室 要
東栄町役場総務課行政係
0536-76-0501

新城市 登記 毎月　第２木曜日
午前10時～正午
午後１時～3時

新城市勤労青少年ホーム 要
新城市役所市民環境部市民課
0536-23-7628

設楽町 登記 偶数月　第３水曜日
午前10時～正午
午後１時～3時

設楽町田口特産物振興センター 要
設楽町役場総務課
0536-62-0511

豊根村 登記 奇数月　第３水曜日 午後１時～3時 豊根村役場ふれあい会館 要
豊根村役場地域振興課
0536-85-1312

西尾市

豊田市役所市民相談課

安城市役所市民相談室

刈谷市役所くらし安心課相談室

支部定例無料相談会一覧表　令和２年度

登記

要

要

西尾市役所市民課相談室

愛西市社会福祉協議会
0567-37-3313

愛西市

あま市社会福祉協議会本所
052-443-4291

あま市

岡崎市

相続
登記
後見

相続
登記

要

不要

登記

刈谷市役所　くらし安心課
0566-62-1058

岡崎市役所　自治振興課市民相談係
0564-23-6492

安城市役所　市民相談室
0566-71-2222

豊田市役所　市民相談課
0565-34-6626

要

一宮市

要

刈谷市

岡崎市役所東庁舎2階相談室

要

豊田市

安城市


