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平成３０年９月20日現在

都道府県 開催日 名称 主催者 会場名 問い合わせ先

北海道 平成30年10月5日 中標津地区　社会保険労務士無料相談会 北海道社労士会釧根支部 東武サウスヒルズ

北海道 平成30年10月9日 釧路地区行政書士会合同無料相談会 北海道社労士会釧根支部 交流プラザさいわい 0154-37-0288

北海道 平成30年10月11日
社労士法制度50周年記念支部事業

シンポジウムセミナー
北海道社労士会札幌三支部 大通ビッセ 16階 011-858-3970

北海道 平成30年10月13日 くらしの手続き無料相談会 北海道社労士会日胆支部 イオンモール苫小牧2F特設会場 0144-37-1511

北海道 平成30年10月13日 無料相談会 北海道社労士会道北支部 フィール旭川 0166-55-2522

北海道 平成30年10月15日 四士業合同無料相談会 北海道社労士会札樽北支部、行政書士会、税理士会、司法書士会 長崎屋小樽店

北海道 平成30年10月15日 一日無料相談会 北海道社労士会空知支部 であえーる岩見沢　ひなた広場 0126-24-3209

北海道 平成30年10月18日 札幌三支部合同無料相談会 北海道社労士会札幌三支部 札幌駅前通地下広場　憩いの空間

北海道 平成30年10月18日 札幌三支部合同無料相談会 北海道社労士会札幌三支部 札幌駅前通地下広場　憩いの空間

北海道 平成30年10月18日 札幌三支部合同無料相談会 北海道社労士会札幌三支部 札幌駅前通地下広場　憩いの空間

北海道 平成30年10月20日 本屋に行って、本物に会おう 函館地区士業連絡協議会 函館蔦屋書店 0138-52-7565

北海道 平成30年10月20日 紋別地区　社会保険・労務管理等無料相談 北海道社労士会北見支部紋別部会 会員事務所

北海道 平成30年11月4日 10士業合同くらしのよろず無料相談会 くらしのよろず無料相談会実行委員会 とかちプラザ大集会室 0155-67-6170

青森 未定 年金相談 青森県社労士会・青森銀行 青森銀行

青森 未定 年金相談 青森県社労士会・みちのく銀行 みちのく銀行

岩手 平成30年9月25日 社労士による地区無料相談会 岩手県社労士会沿岸支部 道の駅みやこ（シートピアなあど）

岩手 平成30年9月29日 社労士による地区無料相談会 岩手県社労士会県南支部 奥州市民活動支援センター

岩手 平成30年10月3日 社労士による地区無料相談会 岩手県社労士会盛岡支部 おでって広場

岩手 平成30年10月15日 社労士による地区無料相談会 岩手県社労士会沿岸支部 釜石市青葉ビル

岩手 平成30年10月19日 社労士による地区無料相談会 岩手県社労士会県北支部 久慈市文化会館 (アンバーホ ール )

岩手 平成30年10月20日 社労士による地区無料相談会 岩手県社労士会県南支部 一関文化センター

岩手 平成30年10月20日 社労士による地区無料相談会 岩手県社労士会花巻支部 花巻市生涯学園都市会館　まなび学園

岩手 平成30年10月27日 社労士による地区無料相談会 岩手県社労士会花巻支部 江釣子ショッピングセンター・パル　コスモホール

岩手 平成30年11月6日 社労士による地区無料相談会 岩手県社労士会盛岡支部 盛岡南イオン

宮城 未定(3日間の予定) 無料相談会 宮城県社労士会仙台支部 未定

宮城 〃 無料相談会 宮城県社労士会仙台支部 未定

宮城 〃 無料相談会 宮城県社労士会仙台支部 未定

宮城 未定 無料相談会 宮城県社労士会石巻支部 未定

宮城 未定 無料相談会 宮城県社労士会古川支部 未定

宮城 未定 無料相談会 宮城県社労士会大河原支部 未定

宮城 未定 無料相談会 宮城県社労士会気仙沼支部 未定

「平成30年度　社労士制度推進月間」無料相談会日程一覧
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秋田 平成30年10月26日 無料相談会 秋田県社労士会 ホテルメトロポリタン秋田

秋田 平成30年10月27日 無料相談会 秋田県社労士会　県北支部 北秋田市鷹巣体育館

秋田 平成30年10月28日 無料相談会 秋田県社労士会　県北支部 北秋田市鷹巣体育館

山形 平成30年10月10日 社労士制度創設50周年セミナー＆相談会 伝国の杜　第１小会議室

山形 平成30年10月12日 社労士制度創設50周年セミナー＆相談会 マリカ東館　第２研修室

山形 平成30年10月15日 社労士制度創設50周年セミナー＆相談会 ゆめりあ　２階会議室

山形 平成30年10月17日 社労士制度創設50周年セミナー＆相談会 東根市タントクルセンター

山形 平成30年10月18日 社労士制度創設50周年セミナー＆相談会 山形ビッグウイング

茨城 平成30年9月3日 八士会無料相談会 茨城県八士会 茨城県産業会館

茨城 平成30年10月 総合労働相談会 茨城県社労士会 水戸市役所他４箇所

群馬 平成30年10月6日 無料相談会（年金・労働・成年後見・働き方改革） 群馬県社労士会前橋支部 けやきウｵーク前橋2階けやきホール

群馬 平成30年10月6日 無料相談会（年金・労働・成年後見・働き方改革） 群馬県社労士会高崎支部 高崎モントレー2階イベントスペース

群馬 平成30年10月6日 無料相談会（年金・労働・成年後見・働き方改革） 群馬県社労士会桐生支部 桐生地域地場産業振興センター2階研修室

群馬 平成30年10月6日 無料相談会（年金・労働・成年後見・働き方改革） 群馬県社労士会太田支部 イオンモール太田2階イオンホールＢ

群馬 平成30年10月6日 無料相談会（年金・労働・成年後見・働き方改革） 群馬県社労士会伊勢崎支部 スマーク伊勢崎3階スマークホール

群馬 平成30年10月6日 無料相談会（年金・労働・成年後見・働き方改革） 群馬県社労士会渋川支部 伊香保温泉階段下広場

埼玉 平成30年10月6日 さいたま市南区区民祭り さいたま市南区 浦和競馬場

埼玉 平成30年10月7日 越谷市民まつり 越谷市 越谷市役所周辺

埼玉 平成30年10月13日、14日 かすかべ商工まつり 春日部商工会議所 春日部市大沼体育館

埼玉 平成30年10月14日 久喜市民まつり 久喜市民まつりの会 久喜市民まつり特設会場

埼玉 平成30年10月20日 さいたま市緑区民祭り さいたま市緑区 大崎公園

埼玉 平成30年10月20日 秩父はんじょう博 秩父商工会議所 秩父ミューズパーク

埼玉 平成30年10月21日 荒川ふれあいまつり 荒川ふれあいまつり実行委員会 荒川河川敷・浮間ゴルフ場

埼玉 平成30年10月27日、28日 所沢市民フェスティバル 所沢市民フェスティバル実行委員会 所沢航空公園

埼玉 平成30年10月27日 富士見ふるさとまつり 富士見市 富士見市役所周辺

埼玉 平成30年11月3日 桶川市民まつり 桶川市 桶川市ことぶき広場

埼玉 平成30年11月3日 草加ふささら祭り 草加市 松原周辺

埼玉 平成30年11月4日 熊谷えびす大商業祭 熊谷商工会議所 熊谷市コミュニティ広場

埼玉 平成30年11月10日、11日 さいたま市中央区民まつり さいたま市中央区 中央区役所周辺

埼玉 平成30年11月10日、11日 社労士制度創設50周年記念　制度推進事業　無料相談会 社労士会熊谷支部 アリオ深谷

埼玉 平成30年11月10日、11日 川越産業フェスタ 川越市 ウエスタ川越
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埼玉 平成30年11月11日 川口法人会まつり 川口法人会 スキップシティ

埼玉 平成30年11月11日 行田商工祭　忍城時代祭り 行田商工会議所 行田市役所駐車場

埼玉 平成30年11月11日 和光市民祭り 和光市 和光市役所

埼玉 平成30年12月2日 志木市民祭り 志木市商工会・志木市 志木市民会館

千葉 平成30年9月15日 いちかわ産フェスタ 市川商工会議所 現代産業科学館

千葉 平成30年9月29日 上総いちはら国府まつり 千葉県社労士会千葉支部 上総更級公園

千葉 平成30年10月6日 JR津田沼駅前無料相談会 社労士会船橋支部 JR津田沼駅北口デッキ

千葉 平成30年10月6日 松戸まつり 千葉県社労士会東葛支部 松戸駅西口デッキ

千葉 平成30年10月7日 美浜区民フェスティバル 千葉県社労士会千葉支部 千葉市稲毛海浜公園

千葉 平成30年10月7日 松戸まつり 千葉県社労士会東葛支部 松戸駅西口デッキ

千葉 平成30年10月13日 野田市産業祭 野田市国保年金課と共催 野田市文化センター

千葉 平成30年10月20日 白井ふるさと祭り 白井市 白井総合公園

千葉 平成30年10月20日 八千代どーんと祭り 八千代市 総合運動公園

千葉 平成30年10月20日 浦安市民まつり 浦安市 浦安市役所周辺

千葉 平成30年10月20日 柏の葉公園オータムフェスタ 千葉県社労士会東葛支部 柏の葉公園

千葉 平成30年10月21日 柏の葉公園オータムフェスタ 千葉県社労士会東葛支部 柏の葉公園

千葉 平成30年10月21日 我孫子市産業まつり 千葉県社労士会東葛支部 我孫子市湖北台中央公園

千葉 平成30年10月21日 白井ふるさと祭り 白井市 白井総合公園

千葉 平成30年10月21日 中央区ふるさとまつり 千葉県社労士会千葉支部 千葉市中央公園

千葉 平成30年10月21日 稲毛区民まつり 千葉県社労士会千葉支部 穴川中央公園

千葉 平成30年10月21日 八千代どーんと祭り 八千代市 総合運動公園

千葉 平成30年10月21日 浦安市民まつり 浦安市 浦安市役所周辺

千葉 平成30年10月28日 花見川区民まつり 千葉県社労士会千葉支部 花島公園

千葉 平成30年11月3日・4日 年金・労働無料相談 木更津市 木更津中央公民館

千葉 平成30年11月3日 茂原市産業まつり 千葉県社労士会千葉支部 茂原市役所市民広場

千葉 平成30年11月3日 年金・労働無料相談 君津商工会議所 君津市民文化ホール

千葉 平成30年11月4日 若葉区民まつり 千葉県社労士会千葉支部 東京情報大学

千葉 平成30年11月4日 緑区ふるさとまつり 千葉県社労士会千葉支部 昭和の森公園

千葉 平成30年11月10日 いんざい産業まつり 印西市 BIGHOP駐車場

千葉 平成30年11月11日 そうさ農業まつり 匝瑳市 市役所前広場 0479-75-1491

千葉 平成30年11月17日・18日 成田市産業祭り 成田市 成田国際文化会館 0479-75-1491
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千葉 平成30年11月18日 東金市産業祭 千葉県社労士会千葉支部 東金市役所駐車場

千葉 平成30年11月25日 八街市産業まつり 千葉県社労士会千葉支部 八街中学校グラウンド

千葉 平成30年11月25日 酒々井町ふるさとまつり 酒々井町 中央台公園

千葉 平成30年11月25日 ふるさとフェスタさわら 香取市 市民体育館アリーナ 0479-75-1491

東京 10月5日 城北街頭相談会 東京都社労士会城北統括支部 板橋区大山ハッピーロード

東京 10月6日 労働・社会保険関係街頭無料相談 東京都社労士会臨海統括支部 JR大崎駅コンコース　おおさき夢さんばしまつり会場内　

東京 10月23日 労働・社会保険関係街頭無料相談 東京都社労士会千代田統括支部 東京交通会館　１F　イベントスペース

東京 10月23日 労働・社会保険関係街頭無料相談 東京都社労士会中央統括支部 南北線　後楽園駅（丸の内線乗り換え方面改札口）

東京 10月23日 労働・社会保険関係街頭無料相談 東京都社労士会城西統括支部 小田急線新宿駅西口地下改札前

東京 10月23日 労働・社会保険関係街頭無料相談 東京都社労士会山手統括支部 渋谷駅東急東横店　ハチ公広場前

東京 10月23日 労働・社会保険関係街頭無料相談 東京都社労士会城東統括支部 イトーヨーカドー・アリオ北砂（江東区）

東京 10月23日 街頭無料相談 東京都社労士会武蔵野統括支部 京王線「府中駅」構内

東京 10月23日 街頭相談会 東京都社労士会多摩統括支部 JR八王子駅コンコース

東京 10月頃 すぎなみフェスタ 東京都社労士会城西統括支部 杉並区

東京 10月頃 新宿まつり　ふれあいフェスタ 東京都社労士会城西統括支部 新宿区

東京 10月頃 調布市商工まつり 東京都社労士会武蔵野統括支部 未定

東京 10月頃 武蔵野統括支部内市民まつり 東京都社労士会武蔵野統括支部 未定

東京 11月頃 小金井まつり国分寺市民まつり 東京都社労士会武蔵野統括支部 未定

東京 11月頃 小平市民まつり、東村山まつり 東京都社労士会武蔵野統括支部 未定

東京 11月頃 清瀬、西東京、東久留米市民まつり 東京都社労士会武蔵野統括支部 未定

東京 未定 町田市民祭り 東京都社労士会多摩統括支部 未定

東京 未定 たちかわ楽市 東京都社労士会多摩統括支部 未定

東京 未定 八王子いちょう祭り 東京都社労士会多摩統括支部 未定

神奈川 平成30年9月28日 街頭無料相談会 神奈川県社労士会藤沢支部 小田急湘南台駅地下通路

神奈川 平成30年9月28、30日 街頭無料相談会 神奈川県社労士会 そごう横浜店前　イベント会場

神奈川 平成30年9月29日 街頭無料相談会 神奈川県社労士会横浜４支部（横浜南、横浜北、横浜西、鶴見） そごう横浜店前　イベント会場

神奈川 平成30年10月1日 街頭無料相談会 神奈川県社労士会厚木支部 海老名駅自由通路

神奈川 平成30年10月8日 街頭無料相談会 神奈川県社労士会小田原支部 ハルネ小田原　うめまる広場

神奈川 平成30年10月8日 街頭無料相談会 神奈川県社労士会小田原支部 JR小田原駅東口２階　二宮金次郎像前広場

神奈川 平成30年10月9日 街頭無料相談会 神奈川県社労士会平塚支部 平塚市役所１階　多目的ホール

神奈川 平成30年10月9日 街頭無料相談会 神奈川県社労士会厚木支部 大和市役所渋谷分室相談コーナー
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神奈川 平成30年10月11日 街頭無料相談会 神奈川県社労士会藤沢支部 茅ヶ崎駅ぺデストリアンデッキ

神奈川 平成30年10月11日 街頭無料相談会 神奈川県社労士会藤沢支部 大船駅湘南モノレール改札前

神奈川 平成30年11月14日 街頭無料相談会 神奈川県社労士会横浜西支部 JR戸塚駅地下街　浮世絵レリーフ前

神奈川 平成30年10月15日 街頭無料相談会 神奈川県社労士会相模原支部 相模原市役所本庁舎　１階ロビー

神奈川 平成30年10月16日 街頭無料相談会 神奈川県社労士会厚木支部 大和市役所渋谷分室相談コーナー

神奈川 平成30年10月19日 街頭無料相談会 神奈川県社労士会厚木支部 座間市（北地区文化センターほか）

神奈川 平成30年10月19日 街頭無料相談会 神奈川県社労士会藤沢支部 辻堂駅自由通路

神奈川 平成30年10月20日 街頭無料相談会 神奈川県社労士会川崎北支部 JR武蔵溝ノ口駅　南北自由通路

神奈川 平成30年10月21日 街頭無料相談会 神奈川県社労士会川崎南支部 川崎アゼリア東広場

神奈川 平成30年10月22日 街頭無料相談会 神奈川県社労士会厚木支部 海老名市役所　市民相談課

神奈川 平成30年11月3日 街頭無料相談会 神奈川県社労士会横浜北支部 センター南駅前広場（都筑区民まつり会場内）

神奈川 平成30年11月10日 街頭無料相談会 神奈川県社労士会厚木支部

神奈川 平成30年11月11日 街頭無料相談会 神奈川県社労士会厚木支部

神奈川 平成30年11月13日 街頭無料相談会 神奈川県社労士会厚木支部 大和市役所渋谷分室相談コーナー

神奈川 平成30年11月20日 街頭無料相談会 神奈川県社労士会厚木支部 大和市役所渋谷分室相談コーナー

神奈川 平成30年11月25日 街頭無料相談会 神奈川県社労士会横須賀支部 横須賀モアーズ前通路（店頭）

神奈川 平成30年11月26日 街頭無料相談会 神奈川県社労士会厚木支部 海老名市役所　市民相談課

神奈川 平成30年12月4日 街頭無料相談会 神奈川県社労士会横須賀支部 横須賀市庁舎１階ロビー

新潟 平成30年10月4日 労務・年金無料相談会 新潟県社労士会上越支部 上越市民プラザ

新潟 平成30年10月4日 労務・年金無料相談会 新潟県社労士会上越支部 柏崎エネルギーホール

新潟 平成30年10月6日 無料相談会 新潟県社労士会新潟支部 新潟県社会保険労務士会　会議室

新潟 平成30年10月10日 無料相談会 新潟県社労士会新発田支部 胎内市産業文化会館

新潟 平成30年10月14日 労務年金無料相談会 新潟県社労士会三条支部 燕市南公民館　図書室

新潟 平成30年10月14日 労務年金無料相談会 新潟県社労士会三条支部 三条市農村環境改善センター2階　会議室

新潟 平成30年10月15日 年金・労務無料相談会 新潟県社労士会長岡支部 ながおか市民センター

新潟 平成30年10月15日 年金・労務無料相談会 新潟県社労士会長岡支部 小出ボランティアセンター

富山 未定 障害年金等無料相談会 富山県社労士会

富山 平成30年10月28日 総合相談会 富山県社労士会 イオンモール高岡

富山 平成30年11月4日 総合相談会 富山県社労士会 ファボーレ富山

富山 平成31年2月8日 総合相談会 富山県社労士会 ANAクラウンプラザホテル

富山 平成31年2月8日 記念講演会 富山県社労士会 ANAクラウンプラザホテル

大和駅前　東西プロムナード
　やまと産業フェア2018会場
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平成３０年９月20日現在

都道府県 開催日 名称 主催者 会場名 問い合わせ先

「平成30年度　社労士制度推進月間」無料相談会日程一覧

石川 平成30年10月6日 労働・年金無料相談会 石川県社労士会 アビオシティ加賀

石川 平成30年10月6日 労働・年金無料相談会 石川県社労士会 ショッピングセンターファミイ

石川 平成30年10月19日 労働・年金無料相談会 石川県社労士会 金沢駅もてなしドーム

福井 10月第1･第3 月･金 雇用・年金なんでも110番 福井県社労士会 福井県社労士会 福井県社労士会

福井 平成30年10月2日 なんでも無料相談会 福井県会福井支部 春江中コミュﾆティｾﾝﾀｰ 福井県会　福井支部

福井 平成30年10月4日 なんでも無料相談会 福井県会福井支部 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰＶＩＯ 福井県会　福井支部

福井 平成30年10月5日 なんでも無料相談会 福井県会嶺南支部 小浜市役所 福井県会　嶺南支部

福井 平成30年10月5日 なんでも無料相談会 福井県会嶺南支部 アピタ敦賀 福井県会　嶺南支部

福井 平成30年10月5日 なんでも無料相談会 福井県会武生支部 越前市中央図書館 福井県会　武生支部

福井 平成30年10月5日 なんでも無料相談会 福井県会武生支部 鯖江市文化の館 福井県会　武生支部

福井 平成30年10月16日 なんでも無料相談会 福井県会福井支部 アオッサ 福井県会　福井支部

山梨 10月21日 無料相談会 山梨県社労士会甲府支部 甲府市役所

山梨 10月20日 無料相談会 山梨県社労士会巨摩支部 イオンモール甲府昭和

山梨 10月20日 無料相談会 山梨県社労士会峡東支部 甲州市中央公民館音楽室

山梨 10月14日 無料相談会 山梨県社労士会郡内支部 富士山駅ビルＱ－ＳＴＡ

長野 平成30年9月29日
第35回行政書士会社会保険労務士会合同

街角なんでも無料相談会
長野県社労士会諏訪支部・行政書士会 諏訪市公民館　2Ｆ 0266-53-6219

長野 平成30年10月7日 駒ケ根商工まつり社労士無料相談会 長野県社労士会伊那支部 駒ケ根商工会議所 0265-82-4168

長野 平成30年10月11日 社会保険労務士無料相談会 長野県社労士会飯田支部 飯田市公民会 0265-22-1132

長野 平成30年10月22日 「人を大切にする企業」づくり～ここから始まる働き方改革 長野県社労士会東信支部 上田商工会議所 0268-22-4500

長野 平成30年10月28日 行政書士会/社旗保険労務士会無料相談 長野県社労士会伊那支部 伊那市図書館 0265-73-2222

長野 平成30年11月10日 士業懇談会主催無料相談会 長野県社労士会中信支部 大町市総合福祉センター 0261-22-0420

長野 平成30年12月1日
第36回行政書士会社会保険労務士会合同

街角なんでも無料相談会
長野県社労士会諏訪支部・行政書士会 茅野市　ひとまちプラザ 0266-73-4431

岐阜 平成30年10月20日 労務・年金無料相談会 岐阜県社労士会・飛騨支部 バロー高山店

静岡 平成30年10月5日 労働相談会 静岡県社労士会 静岡県社労士会

静岡 平成30年10月12日 労働相談会 静岡県社労士会 静岡県社労士会

静岡 平成30年10月18日 静岡県社労士会浜松支部 アクトコングレスセンター４１会議室 ０５３－５９６－９９９１

静岡 平成30年10月19日 労働相談会 静岡県社労士会 静岡県社労士会

静岡 平成30年10月26日 労働相談会 静岡県社労士会 静岡県社会保険労務士会

静岡 平成30年11月2日 社労士制度発足５０周年清水支部記念事業 静岡県社労士会清水支部 清水テルサ

静岡 平成30年11月3日 社労士無料相談会 金谷文化産業祭実行委員会 夢づくり会館
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平成３０年９月20日現在

都道府県 開催日 名称 主催者 会場名 問い合わせ先

「平成30年度　社労士制度推進月間」無料相談会日程一覧

静岡 平成30年11月3日（予定） 無料年金・労働相談会 静岡県社労士会磐田支部 ららぽーと磐田

愛知 平成30年12月頃 年金労務無料相談会 愛知県社労士会名古屋東支部 未定

愛知 平成30年12月頃 年金労務無料相談会 愛知県社労士会名古屋西支部 未定

愛知 平成30年12月頃 年金労務無料相談会 愛知県社労士会名古屋中支部 未定

愛知 平成30年12月頃 年金労務無料相談会 愛知県社労士会名古屋南支部 未定

愛知 平成30年12月頃 年金労務無料相談会 愛知県社労士会名古屋北支部 未定

愛知 平成30年12月頃 年金労務無料相談会 愛知県社労士会三河東支部 未定

愛知 平成30年12月頃 年金労務無料相談会 愛知県社労士会三河中支部 未定

愛知 平成30年12月頃 年金労務無料相談会 愛知県社労士会三河西支部 未定

愛知 平成30年12月頃 年金労務無料相談会 愛知県社労士会知多支部 未定

愛知 平成30年12月頃 年金労務無料相談会 愛知県社労士会尾張支部 未定

三重 平成30年10月7日 津まつり 中勢支部津地区 津まつり会場

三重 平成30年10月14日 社労士・行政書士1日合同相談会 中勢支部鈴鹿地区 白子ショッピングセンター

三重 平成30年10月27日 くわな商工まつり 三重県社労士会北勢支部 桑名会場

三重 未定 なんでも相談会 三重県社労士会南勢支部

滋賀 未定 社労士の日の無料相談会 滋賀県社労士会 未定 077-526-3760

滋賀 未定 社労士の日の無料相談会 滋賀県社労士会・湖西支部 未定 077-526-3760

滋賀 未定 社労士の日の無料相談会 滋賀県社労士会・湖南支部 未定 077-526-3760

滋賀 未定 社労士の日の無料相談会 滋賀県社労士会・湖東支部 未定 077-526-3760

滋賀 平成30年11月25日 社労士の日の無料相談会 滋賀県社労士会・湖北支部 ビバシティ彦根 077-526-3760

京都 未定 社労士制度推進月間無料相談会 京都府社労士会（北支部） 京都府社労士会（北支部）

京都 未定 社労士制度推進月間無料相談会 京都府社労士会（上支部） 京都府社労士会（上支部）

京都 未定 社労士制度推進月間無料相談会 京都府社労士会（中支部） 京都府社労士会（中支部）

京都 未定 社労士制度推進月間無料相談会 京都府社労士会（下支部） 京都府社労士会（下支部）

京都 未定 社労士制度推進月間無料相談会 京都府社労士会（西支部） 京都府社労士会（西支部）

京都 未定 社労士制度推進月間無料相談会 京都府社労士会（南支部） 京都府社労士会（南支部）

京都 未定 会館相談会 社労士会館に設置 京都府社労士会

京都 毎週水曜日 社労士制度推進月間無料相談会 京都府社労士会 京都府社労士会

大阪 平成30年10月10日～10月13日 各行政での相談会 大阪府社労士会 ５８か所

大阪 水曜総合労働相談室 総合労働相談室 大阪府社労士会 大阪府社労士会館5階

兵庫 10月1日 街頭無料相談会 明石支部 アスピア明石アスリートコート



8

平成３０年９月20日現在

都道府県 開催日 名称 主催者 会場名 問い合わせ先

「平成30年度　社労士制度推進月間」無料相談会日程一覧

兵庫 11月3日 街頭無料相談会 尼崎支部 あまがさきキューズモール本館2F　花の広場前

兵庫 11月3日 街頭無料相談会 伊丹支部 イオンモール伊丹2F　スカイコート

兵庫 11月3日 街頭無料相談会 西宮支部 阪急逆瀬川駅前アピア1　2Fふれあい広場

兵庫 11月3日 街頭無料相談会 神戸東支部 未定

兵庫 11月3日 街頭無料相談会 神戸西支部 須磨パティオセンターコート

兵庫 11月3日 街頭無料相談会 明石支部 三木金物まつり内　三木市青少年センター内

兵庫 11月3日 街頭無料相談会 加古川支部 イトーヨーカドー加古川店2F　センターコート側通路

兵庫 11月3日 街頭無料相談会 西脇支部 イオンモール加西　コスモスコート2F

兵庫 11月3日 街頭無料相談会 姫路支部 姫路駅北にぎわい交流広場地下通路

兵庫 11月3日 街頭無料相談会 但馬支部 コープデイズ豊岡1F　ウエルカムコート

兵庫 毎週月・水・金曜日 年金相談センター・総合労働相談所 兵庫県社労士会 兵庫県社労士会館 078(360)4864

奈良 10月6日 年金・雇用・労務無料相談会 奈良県社労士会生駒郡山支部 オークワ生駒上町店 0742-23-6070

奈良 10月13日 年金・雇用・労務無料相談会 奈良県社労士会中支部 近鉄橿原店 0742-23-6070

奈良 10月14日 年金・雇用・労務無料相談会 奈良県社労士会中支部 近鉄橿原店 0742-23-6070

奈良 10月14日 年金・雇用・労務無料相談会 奈良県社労士会生駒郡山支部 アピタ大和郡山店 0742-23-6070

奈良 10月21日 年金・雇用・労務無料相談会 奈良県社労士会奈良西支部 イオン高の原店 0742-23-6070

奈良 10月27日 年金・雇用・労務無料相談会 奈良県社労士会奈良東支部 ならまちセンター 0742-23-6070

奈良 11月10日 魅力産業創造フェア（年金・雇用・労務無料相談会） 大和高田商工会議所（南支部出店） 奈良県産業会館 0742-23-6070

奈良 11月11日 魅力産業創造フェア（年金・雇用・労務無料相談会） 大和高田商工会議所（南支部出店） 奈良県産業会館 0742-23-6070

和歌山 平成30年11月13日 個別無料相談会 和歌山県社労士会 和歌山県勤労福祉会館プラザホープ

鳥取 平成30年10月14日 暮らし・経営なんでも相談会 士業団体連絡協議会 鳥取県立図書館

鳥取 平成30年10月21日 合同労働相談会 鳥取労働委員会 鳥取市・倉吉市・米子市

鳥取 平成30年11月6日 年金・労務無料相談会お知らせ 鳥取県社労士会 新日本海新聞購読者

鳥取 平成30年11月9日 年金・労務無料相談会 鳥取県社労士会 鳥取市・倉吉市・米子市

鳥取 平成31年3月17日 合同労働相談会 鳥取労働委員会 鳥取市・倉吉市・米子市

岡山 平成30年10月13日 無料年金相談会 岡山県社労士会 天満屋ハピータウン岡南店

岡山 平成30年10月13日 無料年金相談会 岡山県社労士会 天満屋ハピータウン原尾島店

岡山 平成30年12月1日 無料法律相談会 岡山県社労士会 ウィズアップ倉敷

広島 平成30年10月12日 街頭無料年金・労働相談会 広島県社労士会広島支部 紙屋町シャレオ中央広場 082-212-4483

広島 平成30年10月13日 無料相談会 広島県社労士会三次支部 三次サングリーン 0824-72-3249

広島 平成30年10月17日 無料相談会 広島県社労士会福山支部 福山芸術文化ホール　リーデンローズ 084-944-4303
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平成３０年９月20日現在

都道府県 開催日 名称 主催者 会場名 問い合わせ先
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広島 平成30年10月20日 無料相談会 広島県社労士会呉支部 呉市広　　オークアリーナ

広島 平成30年10月20日 無料相談会 広島県社労士会呉支部 東広島市西条　　フジグラン東広島

広島 平成30年10月21日 無料相談会 広島県社労士会三原支部 フジグラン尾道　３階会議室 0848-63-5825

広島 未定 無料相談会 広島県社労士会 未定

山口 平成30年10月3日 無料相談会 山口県社労士会下松支部 下松商工会議所

山口 平成30年10月5日 無料相談会 山口県社労士会岩国支部 岩国市役所

山口 平成30年10月10日 無料相談会 山口県社労士会下関支部 下関市役所

山口 平成30年10月18日 無料相談会 山口県社労士会萩　支部 萩　市役所

山口 平成30年10月20日 無料相談会 山口県社労士会徳山支部 徳山市役所

山口 平成30年10月28日 無料相談会 山口県社労士会防府支部 ルルサス防府

山口 平成30年11月4日 無料相談会 山口県社労士会宇部支部 宇部市内

香川 10月6日 五士業合同無料相談会 香川県社労士会東支部（幹事団体） サンメッセ香川

香川 11月6日 年金・労働無料相談会 香川県社労士会 イオンモール高松店

愛媛 平成30年10月20日 みんなの生活展2018 松山市 松山市大街道

愛媛 平成30年10月28日 無料相談会 愛媛県社労士会 フジグラン新居浜

愛媛 平成30年10月28日 無料相談会 愛媛県社労士会 フジグラン今治

愛媛 平成30年10月28日 無料相談会 愛媛県社労士会 フジグラン松山

愛媛 平成30年10月28日 無料相談会 愛媛県社労士会 イオンスタイル松山

愛媛 平成30年10月28日 無料相談会 愛媛県社労士会 オズメッセ21(予定）

高知 平成30年10月20日 無料相談会 高知県社労士会 ちより街テラス

福岡 平成30年10月20日 無料相談会 福岡県社労士会 天神イムズ前広場 092-414-8775

福岡 平成30年10月20日 無料相談会 福岡県社労士会 イオンモール香椎浜 092-414-8775

福岡 平成30年10月20日 無料相談会 福岡県社労士会 西鉄大橋駅前西口広場 092-414-8775

福岡 平成30年10月20日 無料相談会 福岡県社労士会 イオンモール福岡伊都 092-414-8775

福岡 平成30年10月20日 無料相談会 福岡県社労士会 JR小倉駅3階改札前広場 092-414-8775

福岡 平成30年10月20日 無料相談会 福岡県社労士会 岩田屋久留米店10階 092-414-8775

福岡 平成30年10月20日 無料相談会 福岡県社労士会 イオンモール直方 092-414-8775

福岡 平成30年10月20日 無料相談会 福岡県社労士会 福岡県社会保険労務士会 092-414-8775

熊本 平成30年10月13日 無料労働・年金相談会 熊本県社労士会 同仁堂下通ビル６Ｆ会議室

大分 平成30年11月4日 無料相談会 大分県社労士会大分東、大分西支部 大分大学旦野原キャンパス

大分 平成30年11月23日 無料相談会 大分県社労士会大分東支部 未定

0823-22-6450
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大分 平成30年11月23日 無料相談会 大分県社労士会大分西支部 未定

大分 平成30年11月23日 無料相談会 大分県社労士会別府支部 未定

大分 平成30年11月23日 無料相談会 大分県社労士会中津支部 未定

大分 平成30年11月23日 無料相談会 大分県社労士会南部支部 未定

大分 平成30年11月23日 無料相談会 大分県社労士会日田支部 未定

宮崎 平成30年9月19日 無料キャラバン相談会 宮崎県社労士会 綾町商工会（予定） 0985-20-8160

宮崎 平成30年10月17日 無料キャラバン相談会 宮崎県社労士会 串間商工会議所（予定） 0985-20-8160

宮崎 平成30年11月23日 無料キャラバン相談会（対面・電話相談） 宮崎県社労士会 宮崎県社会保険労務士会 0985-20-8160

沖縄 平成30年11月3日 くらしと事業のよろず相談会 士業ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会（沖縄会含む県内10士業） 沖縄県立博物館・美術館講座室 098-863-3180
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