
〔秘密は厳守いたします。〕

◆飯山地区

電話番号 氏名・所属部署

10月１日(土) 飯山市大字飯山1211-1

14:00～16:00 （ホテルほていや隣）

10月１日(土) 中野市大字中野1457-1

14:00～16:00 （松川保育園南）

10月１日(土) 山ノ内町大字平穏4015-1

14:00～16:00 （山ノ内町役場向い）

10月１日(土) 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9167

14:00～16:00 （野沢温泉村役場隣）

10月１日(土) 下高井郡木島平村大字上木島1762

14:00～16:00 （旧南部小学校）

10月１日(土)

14:00～16:00

◆長野地区

電話番号 氏名・所属部署

10月４日(火) 長野市信州新町支所

9:30～11:30 ２階

10月４日(火) 長野市大岡支所

10:00-12:00 健康相談室

10月４日(火)

13:30～15:30

10月５日(水)

10:00～12:00

10月５日(水) 長野市生涯学習センター 長野市大字鶴賀問御所町1271-3

18:00～20:00 ３階第３学習室（受付） （ＴＯｉＧＯ）

10月６日(木) 須坂市生涯学習センター

9:30～12:00 204（受付）

10月６日(木) 千曲市埴生公民館

13:30～16:00 ２階講堂（受付）

10月６日(木)

13:00～15:00

10月７日(金) 長野市生涯学習センター 長野市大字鶴賀問御所町1271-3

13:30～16:00 ３階第３学習室（受付） （ＴＯｉＧＯ）

10月11日(火) 長野市リサイクルプラザ 長野市松岡２−26−７

13:30～16:00 大会議室（受付） （サンマリーンながの隣）

10月12日(水) 長野市生涯学習センター 長野市大字鶴賀問御所町1271-3

13:30～16:00 ３階第３学習室（受付） （ＴＯｉＧＯ）

10月12日(水) 小川村役場

10:00～12:00 相談室

10月13日(木) 長野市鬼無里日影2750-1

13:30～15:00 （鬼無里支所内）

10月20日(木) 上高井郡小布施町小布施1491-2

14:00～16:00 （役場隣）

◆上田地区

電話番号 氏名・所属部署

10月15日(土)

10:00～16:00

10月15日(土)

13:00～16:00

10月15日(土)

13:00～16:00

10月15日(土)

13:00～16:00

10月15日(土)

13:00～16:00

10月15日(土)

13:00～16:00

10月15日(土)

13:00～16:00

0120-448-788

長野県司法書士会　長野支部

予約受付：9/30　10時～15時
　　　　　10/1　10時～15時
　　　　　　　　(２日間限定)

千曲市桜堂570

信濃町役場 上水内郡信濃町大字柏原428-2 026-255-3111 信濃町役場庶務係

青木村 青木村老人福祉センター 小県郡青木村田沢3231 予約不要

予約不要

長和町 長門ふれあい館 小県郡長和町長久保457-1 予約不要

予約不要東御市県288-3

坂城町 坂城町役場

予約受付担当者

上田市 上田商工会議所 上田市大手１−10-22
要予約。予約用電話番号(期間限定)は
10月上旬折り込み広告に掲載予定

上田市 丸子文化会館 上田市上丸子1488 予約不要

市町村名

予約不要

小布施町 026-214-9108 小布施町福祉係

長野市鬼無里活性化センター

小布施町北斎ホール

長野市

小川村 上水内郡小川村高府8800-8

予約不要

予約不要

東御市 東御市東部人権啓発センター

長野市

埴科郡坂城町坂城10050

信濃町

長野市

長野市

場　所 所在・目印

上田市 上田市真田総合福祉センター

日　時

上田市真田町長7190

長野市

長野市 中条総合市民センター 長野市中条2383－1 予約不要

0120-448-788

長野県司法書士会　長野支部

予約受付：9/30　10時～15時
　　　　　10/1　10時～15時
　　　　　　　　(２日間限定)

須坂市 須坂市大字須坂747－イ

千曲市

長野市 長野市大岡乙287 予約不要

飯綱町 飯綱町メーラプラザ 上水内郡飯綱町普光寺920 予約不要

市町村名 日　時 場　所 所在・目印
予約受付担当者

長野市 予約不要長野市信州新町新町1000－1

木島平村 木島平村農村交流館 予約不要

栄村 栄村役場 下水内郡栄村大字北信3433 予約不要

山ノ内町 山ノ内町文化センター 予約不要

野沢温泉村 野沢温泉村公民館 予約不要

飯山市 飯山市福祉センター 予約不要

中野市 中野地域職業訓練センター 予約不要

令和４年度「県下一斉司法書士無料法律相談」実施のお知らせ

　１０月１日は「法の日」です。

　司法書士会では１０月を法の日月間として、県下８２会場において、面談による司法書士無料法律相談を実施いたします。

　日時や予約手続きについては、下記のとおり会場ごとに異なりますので、ご確認のうえ是非ご利用ください。

市町村名 日　時 場　所 所在・目印
予約受付担当者



◆佐久地区

電話番号 氏名・所属部署

10月15日(土) 佐久市市民創錬センター

10:00～16:00 多目的室

10月15日(土) 小海町北牧楽習館

13:00～16:00 会議室

10月15日(土) エコール御代田

13:00～16:00 和室・小会議室

10月22日(土) 小諸市市民交流センター

13:00～16:00 小会議室１・２

10月22日(土)

13:00～16:00

10月29日(土) 軽井沢町中央公民館

13:00～16:00 第２会議室

10月29日(土)

13:00～16:00

◆大町地区

電話番号 氏名・所属部署

10月４日(火) 池田町交流センターかえで

13:00～16:00 学習室１

10月４日(火)

13:00～16:00

10月５日(水)

13:00～16:00

10月６日(木) 白馬村保健福祉ふれあいセンター

13:00～16:00 相談室

10月７日(金)

13:00～16:00

10月14日(金)

13:00～16:00

◆松本地区

電話番号 氏名・所属部署

10月３日(月) 松本市波田公民館 松本市波田支所

13:00～16:00 ２階 地域づくりセンター（宮沢）

10月３日(月) 松本市梓川支所

13:00～15:00 地域づくりセンター（奥原）

10月３日(月) 松本市四賀支所

10:00～12:00 地域づくりセンター（倉科）

10月３日(月) 松本市奈川文化センター 松本市奈川支所

14:00～16:00 「夢の森」 地域づくりセンター（古畑）

10月３日(月) 松本市安曇支所

13:00～15:00 地域づくりセンター（関原・土屋）

10月３日(月) 安曇野市役所

13:00～16:00 ２階相談室

10月３日(月)

13:00～16:00

10月３日(月)

13:00～16:00

10月３日(月)

13:00～16:00

10月３日(月)

13:00～16:00

10月３日(月)

10:00～12:00

10月３日(月) 生坂村若者コミュニティセンター

13:00～15:00 研修室

10月３日(月) 山形村保健福祉センター

13:00～16:00 「いちいの里」

10月４日(火) 塩尻市大門七番町４-３

13:00～16:00 （レザンホール東）

10月４日(火)

13:00～16:00

10月５日(水)

 9:00～12:00

13:00～16:00 松本市住民自治局

10月６日(木) 市民相談室（上嶋）

 9:00～12:00

13:00～16:00

10月15日(土)

10:00～12:00

麻績村総務課
（森山・宮沢）

0263-67-3001

朝日村 朝日村役場 東筑摩郡朝日村古見1555-1 0263-99-4101
朝日村役場総務課

（石田）

松本市 松本市役所 松本市丸の内3-7

0263-32-0001

山形村 東筑摩郡山形村4520-1 0263-98-3111 山形村総務課（中村）

塩尻市 塩尻市総合文化センター 0263-52-0280
塩尻市役所市民課

（吉田）

0263-66-2111 筑北村総務課（升田）

生坂村 東筑摩郡生坂村上生坂6339-1 0263-69-3111 生坂村総務課（坂爪）

麻績村 麻績村役場 東筑摩郡麻績村麻3837

松本市

安曇野市 安曇野市明科支所 安曇野市明科中川手6824-1

筑北村 筑北村役場 東筑摩郡筑北村西条4195

内川司法書士事務所

予約受付：9/26～(土日除く)

安曇野市 安曇野市穂高支所 安曇野市穂高6658

安曇野市 安曇野市三郷支所 安曇野市三郷明盛4810-1

安曇野市 安曇野市堀金支所 安曇野市堀金烏川2750-1

松本市 松本市安曇支所 松本市安曇1061-1 0263-94-2301

安曇野市 安曇野市豊科6000

0263-31-0918

松本市 松本市四賀支所 松本市会田1001-1 0263-64-3111

松本市 松本市奈川3310 0263-79-2121

松本市 松本市梓川支所 松本市梓川梓2288-3 0263-78-3000

松本市

松本市役所 松本市丸の内3-7

市町村名 日　時 場　所 所在・目印
予約受付担当者

白馬村 北安曇郡白馬村大字北城7025

大町市 大町市役所 市民相談室 大町市大町3887

大町市 大町市八坂1108-1大町市八坂支所 ２階会議室

池田町 北安曇郡池田町大字池田3336-1

0261-23-7855 菅澤英海司法書士事務所

松川村 北安曇郡松川村76-5

小谷村 北安曇郡小谷村大字中小谷丙131

松川村役場 村民相談室

小谷村役場 204号会議室

佐久穂町  佐久穂町八千穂福祉センター 南佐久郡佐久穂町大字畑143-1 予約不要

市町村名 日　時 場　所 所在・目印
予約受付担当者

立科町 立科町中央公民館 北佐久郡立科町大字芦田2522-1 予約不要

軽井沢町 北佐久郡軽井沢町大字長倉2353-1 予約不要

御代田町 北佐久郡御代田町大字馬瀬口1901-1 予約不要

小諸市 小諸市相生町3-3-3 予約不要

佐久市 佐久市猿久保165-1 予約不要

小海町 南佐久郡小海町大字豊里285 予約不要

市町村名 日　時 場　所 所在・目印
予約受付担当者

松本市波田4417-1 0263-92-3001



◆木曽地区

電話番号 氏名・所属部署

10月12日(水)

10:00～12:00

10月12日(水)

13:00～16:00

10月13日(木)

10:00～15:00

10月14日(金)

10:00～12:00

10月20日(木) 木曽郡大桑村大字須原962-2

13:00～16:00 （大桑保育園隣）

10月26日(水) 木曽郡上松町駅前通り2-159-4

13:00～15:00 （ＪＲ上松駅前）

◆諏訪地区

電話番号 氏名・所属部署

10月４日(火) イルフカルチャーセンター 岡谷市中央町1-11-1

17:00～19:00 第３･４･５･６研修室 イルフプラザ３階

10月４日(火) 諏訪市公民館２階 諏訪市湖岸通り5-12-18

17:00～19:00 201・202・203・204 （文化センター隣）

10月４日(火) 茅野市役所７階

17:00～19:00 702会議室

10月４日(火) 下諏訪町役場

17:00～19:00 地階会議室

10月４日(火) 富士見町町民センター

17:00～19:00 研修室ほか

10月４日(火) 原村中央公民館１階

17:00～19:00 講義室

◆伊那地区

電話番号 氏名・所属部署

10月１日(土)

10:00～15:00

10月１日(土)  上伊那郡辰野町伊那富2681-1 辰野町社会福祉協議会

10:00～14:00 （ＪＲ飯田線宮木駅東） 事務局（石吾）

10月１日(土) 上伊那郡箕輪町中箕輪10284-1 箕輪町役場総務課

10:00～14:00 （役場西隣） （小田切）

10月３日(月) 駒ヶ根市役所総務課

10:00～16:00 （横山）

10月３日(月)  飯島町社会福祉協議会

13:00～16:00 （曽我）

10月３日(月)  宮田村役場総務課

13:00～16:00 （熊谷）

10月３日(月)  中川村社会福祉協議会

13:00～16:00 （米山）

10月９日(日) 上伊那郡南箕輪村4825-1

10:00～12:00 （役場西隣）

◆飯田地区

電話番号 氏名・所属部署

10月１日(土)

13:00～15:00

10月１日(土)

13:00～15:00

10月８日(土)

13:00～15:00

10月８日(土)

13:00～15:00

〔６２市町村　８２会場 〕

阿南町民会館
１階健康センター、２階会議室

飯田市勤労者福祉センター
第１・２視聴覚室、第１・２和室

南木曽町 南木曽町役場 木曽郡南木曽町読書3668-1

木曽町  木曽町日義農村環境改善センター 木曽郡木曽町日義1620-1

予約不要

市町村名 日　時 場　所 所在・目印
予約受付担当者

阿南町

戸田雅博司法書士事務所

阿智村 阿智村中央公民館

下伊那郡阿南町西条2333-1

豊丘村

予約不要

駒ヶ根市 駒ヶ根市上穂栄町23-3 0265-83-2111
赤穂公民館(地域交流センター)

１階小会議室

箕輪町
みのわ地域交流センター

研修室Ａ･Ｂ
0265-79-3111

市町村名 日　時 場　所 所在・目印
予約受付担当者

伊那市福祉まちづくりセンター
ふれあいーな

伊那市

所在・目印
予約受付担当者

諏訪市 予約不要

茅野市

辰野町老人福祉センター
２階集会室１･２

辰野町 0266-41-4500

伊那市山寺298-1 0265-76-2237

木祖村

王滝村 王滝村保健福祉センター 木曽郡王滝村2830-1

予約不要

下諏訪町 予約不要

市町村名 日　時 場　所

岡谷市 予約不要

上松町 上松町ひのきの里総合文化センター

大桑村

市町村名 日　時 場　所 所在・目印
予約受付担当者

予約不要

予約不要

予約不要

諏訪郡下諏訪町4613-8

木祖村幸せテラスまめのわ 木曽郡木祖村大字薮原1191-30

大桑村須原地区館 予約不要

予約不要茅野市塚原2-6-1

富士見町 諏訪郡富士見町落合10039-4

原村 諏訪郡原村12080

予約不要

予約不要

飯島町地域福祉センター「石楠花苑」
ボランティア室

上伊那郡飯島町飯島2551 0265-86-5511

宮田村
宮田村役場

２階 第４会議室
上伊那郡宮田村98 0265-85-3181

飯島町

中川村
中川村在宅介護支援センター
中川村社会福祉協議会 相談室

上伊那郡中川村大草4038-1 0265-88-3552

南箕輪村 南箕輪村村民センター 0265-76-2237 戸田雅博司法書士事務所

豊丘村交流学習センター「ゆめあるて」
研修室３、多目的ルーム、和室

下伊那郡豊丘村神稲369

下伊那郡阿智村駒場468-1

予約不要

予約不要

飯田市 飯田市東栄町3108-1 予約不要


