
事務所名 代表者・担当者 〒 都道府県 住所 電話連絡 メールアドレス

「親なきあと」相談室 渡部 伸 157-0073 東京都 世田谷区砧3-24-9-508 watanabe.gyousei@gmail.com

親なきあと問題相談室ファミリア 渡邉 護 003-0012 北海道 札幌市白石区中央2条6丁目16番8-101号 011-826-6065 info@oyanakiato-familiar.com

「親なきあと」相談室　北海道事務局 加藤 るり子 060-0003 北海道 札幌市中央区北3条西2丁目2番1　日通札幌ビル8階 011-204-8181 info@yukari.co.jp

行政書士KEI法務事務所

旭川「親なきあと」相談室
佐々木 啓 070-0035 北海道 旭川市５条通９丁目１７０３－３０　ロイヤルビル３０１ 0166-73-5384 info@kei-sasaki.life

「親なきあと」相談室　仙台・宮城事務局 齋藤 真一 980-0065 宮城県 仙台市青葉区土樋1丁目10-6　コープ野村土樋605 090-3502-8833 myz@yk2.so-net.ne.jp

しらかみ終活相談所
代表者・戎屋 鉱希

担当者・藏本 光喜
016-0831 秋田県 能代市元町3-11　のしろ市民プラザ2階 0185-74-6461 syukatsu@as-ebisuya.com

さいとう成年後見事務所 斎藤 一夫・洋子 999-2174 山形県 山形県東置賜郡高畠町大字福沢７１４－５ 0238-57-4328 t7145momo@yahoo.co.jo

NPO法人アセンブル 江藤 睦 300-2635 茨城県 つくば市春日1-5-8 kabano.rakuen.1995@gmail.com

医療的ケアを必要とする子どもの親の会　かけはしねっと 根本 希美子 300-2667 茨城県 つくば市中別府 090-4539-1050 yuuya-n.318@ktf.biglobe.ne.jp

親なきあとFP相談室（と・り・で） 小柳 祥子 302-0004 茨城県 取手市取手２－１９－２３　寿楽株式会社内 090-5317-9493 juraku19sk@gmail.com

お寺と教会の親なきあと相談室　佐野市一向寺支部 東（あずま）好章 327-0843 栃木県 佐野市堀米町1102 0283-22-4664 kousyo-a@krf.biglobe.ne.jp

親なきあと相談室  障がい者支援センターまるべりー 川端 晴美 372-0804 群馬県 伊勢崎市稲荷町697-1 0270-27-4329 mulberry-soudan@gswc.or.jp

親なきあと相談室  館林市相談支援事業にこにこ 牛久 純一 374-0055 群馬県 館林市成島町1565 0276-55-1067 tate-niconico@gswc.or.jp

親なきあと相談室  相談支援事業所つぼみ 狩野 大地 376-0007 群馬県 桐生市浜松町1丁目3-3 0277-46-7108 ryou-tsubomi@gswc.or.jp

埼玉親なき後総合サポートセンター 花村 秋洋 331-0823 埼玉県 さいたま市北区日進町2-1021-5 048-776-9028 saitamaoyasapo@gmail.com  

「親なき後」さぽーとねっと 山口 翔多 350-0035 埼玉県 川越市西小仙波町1-3-19-102 049-227-9500 habataki.office@gmai.com

社会福祉士（個人） 丸山 正樹 353-0001 埼玉県 志木市上宗岡4-6-27-228 maru2018.siki.nerima@gmail.com

NPO法人 親なきあと相談室・みらいへのたすき 三宅 夏樹 354-0018 埼玉県 富士見市西みずほ台２－４－５　みずほ台宝マンション２１１ 090-3007-7976 future4kids@close2u.co.jp

千葉障害年金相談センター

（社会保険労務士渡辺事務所）
渡辺 洋介 260-0016 千葉県 千葉市中央区栄町36-10　甲南アセット千葉中央ビル9F 043-304-6906 yosuke-watanabe@chiba-shogai.com

「親なきあと」相談室　ながれやま 武田 明子 270-0111 千葉県 流山市江戸川台1－29　 090-9019-2537 mmmak0519t@gmail.com

「親なきあと」相談室　とうかつ 酒井 ひろみ 277-0863 千葉県 柏市豊四季１４８－４ 080-7494-2040 kii.smile1007@gmail.com

「親なきあと」相談室　あしたパートナーズ 伊藤 良太・首藤 徹也 101-0063 東京都 千代田区神田淡路町1-19-1　木村ビル2階 090-1065-0801 contact@ashita-partners.com

「親なきあと』相談室　東京中央 垣本 栄一 106-0025 東京都 千代田区三崎町2-4-1　Tug-iビル8階 03-5829-8859 yamanaka@tax-adviser.gr.jp

「親なきあと」相談室　　行政書士きたうら総合事務所 北浦 千加・高橋 敦 110-0003 東京都 台東区根岸三丁目1番17号 03-5603-0892 info@office-kitaura.com

ひとりっこクラブ 渡辺 ユキコ 140-0001 東京都 品川区北品川1丁目9-7-1015 090-2202-6125 hitorijyanai77@gmail.com

親なきあと相談室　さくらい司法書士事務所 櫻井 志保 142-0041 東京都 品川区戸越1-3-7-1F 03－6426-8660 0428.coo@gmail.com

「親なきあと」相談室　谷田あやの行政書士事務所 谷田 綾乃 143-0023 東京都 大田区山王2－5－6　山王ブリッジ423 070-3226-1026 ayanotanida.law@gmail.com

浦行政書士事務所 浦 雅春 166-0004 東京都 杉並区阿佐谷南1-36-16-21号 第57東京ビル2階 info@ura-office.jp

ゆたかライフプランニング 香取 玲子 168-0062 東京都 杉並区方南 yutakalife0508@gmail.com

ひらの行政書士事務所 平野 川子 168-0063 東京都 杉並区和泉4-7-21 090-8508-5104 info@hirano-gyosei.com

「親なきあと」相談室　すまいるウイズ 齊藤 敦子 178-0063 東京都 練馬区東大泉1-26-12　スクエア大泉学園406 03-6764-3399 atsuko.mimi-rum@ezweb.ne.jp

NPO法人成年後見ウィル 阿部 由美 185-0021 東京都 国分寺市南町2-18-36　殿ヶ谷戸パークハイツ301号 070-3109-2255 info.npowill@gmail.com

あなたの社会福祉士事務所～アゴラへ 小沢 洋一 206-0802 東京都 稲城市東長沼1724-4パストラルハイツ106 090-9369-8146 ozawayouichi@nifty.com

「親なきあと」相談室　川崎 得田 真由 214-0014 神奈川県 川崎市多摩区登戸3292　メゾンドピアル305 044-400-1283 info@papillon-support.com

「親なきあと」相談室　横浜北事務局

湯口行政書士事務所
湯口 智子 223-0064 神奈川県 横浜市港北区下田町4-4-5 045-563-2310 info@yuguchi-gyohuku.jp

障害のある子の「親なきあと」相談室  神奈川ネットワーク

FP相談室「ディア・プランニング」
さとう 加根子 230-0024 神奈川県 横浜市鶴見区市場下町11-37-551 080-5690-3129 oyanakiato.kanagawa@gmail.com

「親なきあと」相談室　髙田行政書士事務所 髙田 恵吾 231-0015 神奈川県 横浜市中区尾上町3-43　横浜パークサイド関内2階 080-7423-4200 takadakei5@gmail.com

一般社団法人　グローバル行政書士ネットワーク 浅川 真一 235-0007 神奈川県 横浜市磯子区西町10－15ベイヒルズ横濱根岸302 090-4824-4680 asakawa@ggn2019.com

「親なきあとの相談室 葉山」 杉野 仁 240-0111 神奈川県 三浦郡葉山町一色2322-5 090-8081-6201 sugino.rp@nethome.ne.jp

お寺と教会の親なきあと相談室　佛乘院支部 齋藤 真佑 249-0008 神奈川県 逗子市小坪４－２６－３ 0467-23-3274 goen.butu@gmail.com

障害のある子の「親なきあと」相談室　神奈川ネットワーク

小田原支部
松浦 克 250-0011 神奈川県 小田原市栄町２－９－４６　オービックビル３階 0465-46-6800 tsuyoshiko_2017.m@outlook.jp

障害のある子の「親なきあと」相談室　神奈川ネットワーク

湘南支部
秋元 美里 252-0816 神奈川県 藤沢市遠藤3885-1 行政書士あきもと事務所 050-3700-8848 misato.a@hotmail.co.jp

お寺と教会の親なきあと相談室　長慶寺越前支部
泰圓澄 一法

（たいえんちょうかずのり）
915-0082 福井県 越前市国高3-12-50 0778-24-2430 taian1973@gmail.com

「親なきあと」相談室 山梨県事務局 後藤 貴仁 400-0025 山梨県 甲府市朝日一丁目5番2号　特定非営利活動法人 山梨県相続成年後見協会 内 0120-193-874 info@souzoku-npo.info

親なきあと相談室(長野) 長野市手をつなぐ育成会 380-0813 長野県 長野市大字鶴賀緑町1714-5　長野市ふれあい福祉センター内 026-225-1234 sasaki_0524@csw-naganocity.or.jp

障害のある人の親なきあとを考える会しずおか 森 幸裕 426-0041 静岡県 藤枝市高柳３－７－１１ 080-3061-0333 morimori0486@ca.thn.ne.jp

「親なきあと」相談室はままつ

（NPO法人市民後見センターはままつ内）

代表・津田 理加

担当・神谷 全
430-0806 静岡県 浜松市中区木戸町4-51 090-2688-7076 kouken.hamamatsu@gmail.com

遠州ハンディキャップサポート 鈴木 奈美 430-0929 静岡県 浜松市中区中央3－1－26 090-4292-8309 enshuhcs@gmail.com

「親なきあと」相談室名古屋事務局 大林 俊之 452-0813　愛知県 名古屋市西区赤城町187-1 070-6582-3833 tobayamf@gmail.com

相続ねんきんFPセンター「親なきあと」相談窓口 白井 志保 459-8005 愛知県 名古屋市緑区緑花台2406 090-3424-3009 4319shiho@gmail.com

一般社団法人みえ円満相続支援センター
代表者・脇田 研二

担当者・橋本 幸典
510-0072 三重県 四日市市九の城町１２－１３　ロジュマン九の城３０２号 059-340-9207 info@esozoku.jp

一般社団法人みえ障害者の親なきあと相談室 鈴木 伸行 514-0007 三重県 津市大谷町203-1 090-4406-5218 nobuyukitomato@hotmail.co.jp

お寺と教会の親なきあと相談室　津市妙華寺支部 中川 和則 514-1121 三重県 津市久居二ノ町1743 059-255-2846 info@myoke-ji.com

一般財団法人　お寺と教会の親なきあと相談室 小野木 康雄・藤井 奈緒 600-8243 京都府 京都市下京区猪熊通梅小路上る南夷町170　株式会社文化時報社内 075-371-3906 info@otera-oyanaki.com

お寺と教会の親なきあと相談室　京都市城興寺支部 上原 慎勢 601-8016 京都府 京都市南区東九条烏丸町7-1 075-691-3614 jyokoji@vega.ocn.ne.jp

夢のかけはし株式会社 秋口 千佳 615-0815 京都府 京都市右京区西京極中沢町23番地7　 075-202-3110 chika@dream-get.com

障害者の家族支援「親なきあと」相談室

社会保険労務士・行政書士 増田繁男事務所
増田 繁男 619-0224 京都府 木津川市兜台７丁目17番地２ 090-8752-7388 sige0305@kcn.jp

一般社団法人「親なきあと」相談室 関西ネットワーク 藤原 由親・藤井 奈緒 533-0033 大阪府 大阪市東淀川区東中島1-17-5　ステュディオ新大阪1108号室 06-6648-8949 oyanakinet.event@gmail.com

親なきあと相談センター「光」

（行政書士乾光男事務所内）
乾 光男 540-0012 大阪府 大阪市中央区谷町１丁目７番３号　天満橋千代田ビル１号館２階 06-4307-5266 hkb0320@yahoo.co.jp

「親なきあと」相談室　大阪障害年金サポートセンター

（セントラル社会保険労務士法人）
大平　一路 540-0012 大阪府 大阪市中央区谷町１-6-4　天満橋八千代ビル6F 06-6360-4023 info@osaka-center.org

「親なきあと」相談室　大阪事務局

一般社団法人アクセス相続センター
藤原 由親・細谷 洋貴 541-0046 大阪府 大阪市中央区平野町1丁目7番1号　堺筋髙橋ビル6Ｆ 06-6227-5431 y-fujiwara@act-cess.jp

若山行政書士事務所「親なきあと」相談室 若山 義晃 545-0023 大阪府 大阪市阿倍野区王子町3-8-3　若山行政書士事務所内 090-1075-6721 wakayama@funawa-enterprise.co.jp

お寺と教会の親なきあと相談室　大阪市あかんのん安住荘支部 三浦 紀夫　 547-0026 大阪府 大阪市平野区喜連西5-4-14 06-6796-7260 office2@vihara21.jp

行政書士日下直樹事務所 日下 直樹 553-0001 大阪府 大阪市福島区海老江2-3-23 090-1900-5423 kusaka@kusaka.com

障害者の「親なきあと」相談室・阪神センター 横山 光応・中江 裕実 555-0001 大阪府 大阪市西淀川区佃1丁目16番7号　つくだ法務事務所内 06-4256-6639 info@yokoyama-houmu.com

「親なきあと」相談室 西淀川

行政書士瀬崎昌彦事務所
瀬崎 昌彦 555-0022 大阪府 大阪市西淀川区柏里2丁目5番24号　ソシオ塚本ハイツ101 06-6829-6566 msezaki@office-sezaki.com

お寺と教会の親なきあと相談室　願生寺支部 大河内 大博 558-0043 大阪府 大阪市住吉区墨江4丁目15‐15 06-6671-1860 okouchi.d@gmail.com

「親なきあと」相談室

行政書士廣川雅弘事務所
廣川 雅弘 569-0803 大阪府 高槻市高槻町15－21 ミノワビル403 072‐668‐5611 info@hirokawa-office.com

「親なきあと」相談室ばんぜんの会 竹中 永健 581-0051 大阪府 八尾市竹渕西4-238-7 090-8124-2475 officetake@takenaka-eiken.com

Officeニコ『親心の記録®』公認アンバサダー事務所

障害者の家族による『親なきあと』『親あるあいだ』の相談室
藤井 奈緒 581-0075 大阪府 八尾市渋川町1-1-7 090-9873-0025 officenico2525@gmail.com

「親なきあと」相談室　田中行政書士事務所 田中 幾男 584-0073 大阪府 富田林市寺池台１丁目19－24 0721-69-6222 ikuo3154si＠yahoo.co.jp

富田林相続みらいサポートセンター　親なきあとお金の相談室 中嶋 一博・廣澤 大士 584-0073 大阪府 富田林市寺池台１丁目9-60金剛ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ113みんなの保険社内 0721-28-9149 nakajima@hokensha.net

大阪・堺障害年金相談室 上島社会保険労務士事務所 上島 弘幸 590-0137 大阪府 堺市南区城山台3丁20-6 090-9162-3635 ueshimahr@outlook.jp

「親なきあと」相談室

司法書士・行政書士にしおか法務事務所
西岡 伸介 592-0005 大阪府 高石市千代田三丁目７番３号クレセントＩ１０１ 072-267-0026 takaishi.nishioka@gmail.com

～障がい者と家族のために～

スマイルサポートセンター 「愛来珠（あくしゅ）」
矢嶋真理 650-0001 兵庫県 神戸市中央区加納町４丁目１０ー２３ー１１０５　矢嶋司法書士事務所内 078-335-1250 maribo-chan@mbp.nifty.com

親なきあと相談室 関西兵庫事務局

日本相続知財センター神戸支部

一般社団法人トータル財務プラン

代表・友弘 正人

担当・井関 佳奈美
651-0087 兵庫県 神戸市中央区御幸通3丁目１－８　ライオンズ三宮ビル２F 0120-23-7830 chizaikobe@gmail.com

「親なきあと」相談室　兵庫相談センター

兵庫・播磨障害年金相談センター
佐伯 和則 670-0965 兵庫県 姫路市東延末1丁目4番地　東亜ビル8階 090-3974-3532 saeki.hr@gmail.com

奈良の親亡きあと・老い支度

障がい者・引きこもり等の家族のための相談窓口

あかるいみらい準備室

山口 まゆみ 630-8001 奈良県 奈良市法華寺町１番地の５　奈良バイパスビル２階 050-3579-1642 oyanakiato@akarui-mirai.net

一般社団法人WBC「親なきあと」相談室 荒本 秀樹 632-0016 奈良県 天理市川原城町791番地 0743-25-5700 sousou-wbc@kcn.jp

「親なきあと」相談室　岡山事務局

一般社団法人　岡山相続支援協会
柿迫 宏則 700₋0927 岡山県 岡山市北区西古松2－16－16　102 0120₋007₋865 kajino@souzoku.okayama.jp

なな行政書士法人　福山オフィス

一般社団法人 ななライフサポート協会

（旧「親なきあと」相談室　つなぐ）

枝廣 祐充子 720-0065 広島県 福山市東桜町2-11　福山センタービル5F 084-982-7703 info@nana-gsh.com

「親なきあと」相談室　白ゆり行政書士事務所 上田 年茂枝 730-0003 広島県 広島市中区白島九軒町6番15号むねまさビル203号 082-569-6021 shirayuri.ueta@gmail.com

NPO心の絆ネットワーク 理事長　塚 永行 730-0013 広島県 広島市中区八丁堀６番１１号グレイスビル２階 082-221-8606 info@cocoronokizuna.jp　

日本相続知財センター®徳島支部 畑田 眞拡 770-0923　徳島県 徳島市大道１丁目26-2 0120-09-2794 matsushita@dream-system.co.jp

「親なきあと」相談室　高知事務局

障がいのある人とご家族のライフプランを考える会(本部）
石川 智 782-0036 高知県 香美市土佐山田町1605-3 090-9772-0733 satoshi@office-ishikawa.jp

「親なきあと」福岡相談室

NPO法人高齢者・障害者安心サポートネット

代表・森山 彰

担当・髙原 勝利
810-0073 福岡県 福岡市中央区舞鶴3丁目6-23　サンハイツ舞鶴306 092-737-2345 8xv7v4@bma.biglobe.ne.jp

「親なきあと」相談室　熊本事務局

よしだ社会福祉士・ファイナンシャルプランナー事務所
吉田 克之・吉田 玲子 869-0624 熊本県 宇城市小川町江頭８－４ 090-1362-8473 hpkaname@yahoo.ne.jp

大分県社会福祉事業団　本部事務局 870-0907 大分県 大分市大津町2-1-41  大分県総合社会福祉会館3F 097-552-1316 oitaswo-kikaku@mist.ocn.ne.jp

ハートフルサポートinなおみ 佐藤 明彦・五十川 陽 876-1512 大分県 佐伯市大字堅田3909-1 0972-28-7333 naomi-55@ray.ocn.ne.jp

地域生活支援センターはぎの 鴛海 康則･津島 伸一郎 877-0012 大分県 日田市淡窓1-53-5 0973-24-2451 tiikihagino@hotmail.ne.jp

サポートネットすまいる 松並 勇治・後藤 寛子 879-0471 大分県 宇佐市大字四日市2482-1 0978-32-1154 usa1000t@jasmine.ocn.ne.jp

けいせんプラザ 村上 栄一・小野 計 879-1502 大分県 速見郡日出町大字藤原4617 0977-72-1721 k1000@mocha.ocn.ne.jp

ここのえ”夢”ステーション 鴛海 康則･津島伸 一郎 879-4723　大分県 玖珠郡九重町大字町田554-1 0973-78-8882 yumestation-0617@oct-net.ne.jp

ふれあいサロンのぞみ 安藤 浩一・長谷 悦子 879-5506 大分県 由布市挾間町大字挾間614-1 097-547-8162 fureai-nozomi@aioros.ocn.ne.jp

お寺と教会の親なきあと相談室　妙行寺鹿児島市支部 井上 從昭 891-0143 鹿児島県 鹿児島市和田1-4-1 099-268-2026 myogyoji@po3.synapse.ne.jp

「親なきあと」相談室　鹿児島事務局

障がいのある人とご家族のライフプランを考える会

鹿児島支部

関野 信一 891-0143 鹿児島県 鹿児島市和田1丁目４－１ 妙行寺内 050-3571-3588 sekino@lifelix.jp


