一部中止（令和３年８月１９日配布）
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，８月２０日から９月１６日ま

広

報

資

料

でに消費生活総合センター及び区役所で実施予定の無料相談会を中止しま
す。詳細は裏面を御参照ください。

令和３年３月２６日
京 都 市 文 化 市 民 局

担当：消費生活総合センター
TEL： ２ ５ ６ － １ １ １ ０

令和３年度

司法書士による無料相談会の開催について

この度，京都市及び京都司法書士会では，下記のとおり，司法書士による無料相談会を
開催しますので，お知らせします。
相続や遺言の手続，売買手続や不動産登記など，日々の暮らしの中でお困りの様々なこ
とについて，司法書士が丁寧にお答えしますので，是非，御利用ください。
記
１

日

時

（１）京都市消費生活総合センター
開
令和３年４月２８日（水）
令和３年８月２５日（水）
令和４年２月１６日（水）

催

日

時

相談時間 午後３時～午後５時
受付時間 午後２時４５分～午後４時３０分

１組当たり２０分程度（当日受付，先着１８組）。
（２）各区役所・支所
裏面に記載のとおり
２

会

場

（１）京都市消費生活総合センター
京都市中京区烏丸御池東南角

アーバネックス御池ビル西館４階

（地下鉄烏丸御池駅下車３－１，３－２出口すぐ）
※

駐輪場，駐車場はありません。公共交通機関を御利用ください。

（２）各区役所・支所
各々の区役所・支所の相談室又は会議室等
※

駐車場，駐輪場は各区役所・支所へお問合せください。

３

相談内容

相続，遺言，成年後見，不動産登記，法人登記など

４

相 談 員

京都司法書士会所属の司法書士

５

問合せ先

京都市消費生活総合センター

（ＴＥＬ：２５６－１１１０）

感染症対策として，マスクを着用するなど咳エチケット等を心掛けていただくととも
に，当日の体調に御配慮いただき，咳や発熱などの症状がある方は参加を御遠慮いた
だきますようお願いします。また，今後の状況により開催内容は変更又は中止となる
場合があります。
（裏面に区役所・支所の日程掲載）
）

令和３年度 各区役所・支所における
司法書士による無料相談会の日程
日程
時間
予約

日程

時間
予約

北区役所
令和3年5月13日 （木）
令和3年11月11日 （木）
令和3年7月8日 （木）
令和4年1月13日 （木）
令和3年9月9日 （ 木）
令和4年3月10日 （木）
全日,午後1時30分～午後3時30分
不要
上京区役所
令和3年4月1日 （木）
令和3年10月7日
令和3年5月6日 （木）
令和3年11月4日
令和3年6月3日 （木）
令和3年12月2日
令和3年7月1日 （木）
令和4年1月6日
令和3年8月5日 （木）
令和4年2月3日
令和3年9月2日 （ 木）
令和4年3月3日
全日,午後1時30分～午後4時30分
不要

（木）
（木）
（木）
（木）
（木）
（木）

日程
時間
予約

日程
時間
予約

日程

日程

時間
予約

日程
時間
予約

日程
時間
予約

日程

時間
予約

予約先

左京区役所
令和3年4月8日 （木）
令和3年10月14日
令和3年5月13日 （木）
令和3年11月11日
令和3年6月10日 （木）
令和3年12月9日
令和3年7月8日 （木）
令和4年1月13日
令和3年8月12日 （木）
令和4年2月10日
令和3年9月9日 （ 木）
令和4年3月10日
全日,午後1時30分～午後4時30分
不要

（木）
（木）
（木）
（木）
（木）
（木）

日程
時間
予約

中京区役所
令和3年5月20日 （木）
令和3年11月18日 （木）
令和3年7月15日 （木）
令和4年1月20日 （木）
令和3 年9月1 6日 （ 木）
令和4年3月17日 （木）
全日,午前9時30分～午前11時30分
不要
東山区役所
令和3年4月16日 （金）
令和3年10月15日 （金）
令和3年6月18日 （金）
令和3年12月17日 （金）
令和3 年8月2 0日 （ 金）
令和4年2月18日 （金）
全日,午後1時30分～午後3時30分
不要
山科区役所
令和3年4月13日 （火）
令和3年10月12日
令和3年5月11日 （火）
令和3年11月9日
令和3年6月8日 （火）
令和3年12月14日
令和3年7月13日 （火）
令和4年1月11日
令和3年8月10日 （火）
令和4年2月8日
令和3 年9月1 4日 （ 火）
令和4年3月8日
全日,午後1時30分～午後3時30分
不要

時間
予約

（火）
（火）
（火）
（火）
（火）
（火）

京都司法書士会事務局（電話

日程
時間
予約

日程
時間
予約

日程
時間
予約

下京区役所
令和3年5月7日 （金）
令和3年11月5日 （金）
令和3年7月2日 （金）
令和4年1月7日 （金）
令和3年9月3日 （ 金）
令和4年3月4日 （金）
全日,午後1時15分～午後3時45分
有（予約優先）
南区役所
令和3年5月20日 （木）
令和3年11月18日 （木）
令和3年7月15日 （木）
令和4年1月20日 （木）
令和3 年9 月1 6日 （ 木）
令和4年3月17日 （木）
全日,午後1時15分～午後3時45分
有（予約優先）
右京区役所
令和3年5月11日 （火）
令和3年11月9日 （火）
令和3年7月13日 （火）
令和4年1月11日 （火）
令和3 年9 月1 4日 （ 火）
令和4年3月8日 （火）
全日,午後1時30分～午後4時30分
有（予約優先）
西京区役所
令和3年4月26日 （月）
令和3年10月25日 （月）
令和3年6月28日 （月）
令和3年12月27日 （月）
令和3 年8 月2 3日 （ 月）
令和4年2月28日 （月）
全日,午後1時30分～午後4時30分
有（予約優先）
伏見区役所
令和3年4月8日 （木）
令和3年10月14日 （木）
令和3年6月10日 （木）
令和3年12月9日 （木）
令和3年8月12日 （木）
令和4年2月10日 （木）
全日,午後1時15分～午後3時45分
有（予約優先）
伏見区役所深草支所
令和3年4月8日 （木）
令和3年10月14日 （木）
令和3年6月10日 （木）
令和3年12月9日 （木）
令和3年8月12日 （木）
令和4年2月10日 （木）
全日,午後1時15分～午後3時45分
有（予約優先）
伏見区役所醍醐支所
令和3年4月8日 （木）
令和3年10月14日 （木）
令和3年6月10日 （木）
令和3年12月9日 （木）
令和3年8月12日 （木）
令和4年2月10日 （木）
全日,午後1時15分～午後3時45分
有（予約優先）

075－255－2566）

予約受付時間は，（平日）午前 9 時～午後５時，（土曜日）午前 9 時～正午

