
特にこのような方々を
　　　　　　  支援します！

相談会、代理申請などを行っております。
まずはお近くの
行政書士会（裏面）へ
お問い合わせください！

“病気や障害があって
　　　　　　役所に行けない”
“年をとって何かと
　　おっくうになってしまった”

健康保険証
として
使える！

マイナポイントも
もらえる！

住民票の写し、
印鑑証明等を
コンビニで

取得できる！
※市区町村によって
　サービスが異なります。

行政手続きが
オンラインで

できる！

e-Taxも
もっと

簡単・便利に！

本人確認書類
になる！

マイナンバーカードの
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　サービスが異なります。

●QRコード付き
交付申請書

●個人番号通知書
 （または、通知カード）
●本人確認書類
をご用意ください！！

P0int!



行政書士会 郵便番号 所在地 電話番号

北海道行政書士会 060-0001 北海道札幌市中央区北1条西10-1-6 北海道行政書士会館 011-221-1221

秋田県行政書士会 010-0951 秋田県秋田市山王4-4-14 秋田県教育会館3F 018-864-3098

岩手県行政書士会 020-0024 岩手県盛岡市菜園1-3-6 農林会館5F 019-623-1555

青森県行政書士会 030-0966 青森県青森市花園1-7-16 017-742-1128

福島県行政書士会 963-8877 福島県郡山市堂前町10番10号 024-973-7161

宮城県行政書士会 980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3-3-5 022-261-6768

山形県行政書士会 990-2432 山形県山形市荒楯町1-7-8 山形県行政書士会館 023-642-5487

東京都行政書士会 153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6 行政書士会館1F 03-3477-2881

神奈川県行政書士会 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル7F 045-641-0739

千葉県行政書士会 260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-13-10 千葉県教育会館4F 043-227-8009

茨城県行政書士会 310-0852 茨城県水戸市笠原町978-25 茨城県開発公社ビル5F 029-305-3731

栃木県行政書士会 320-0046 栃木県宇都宮市西一の沢町1-22 栃木県行政書士会館 028-635-1411

埼玉県行政書士会 330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町3-11-11 埼玉県行政書士会会館 048-833-0900

群馬県行政書士会 371-0017 群馬県前橋市日吉町1-8-1 前橋商工会議所4F 027-234-3677

長野県行政書士会 380-0836 長野県長野市南県町1009-3 長野県行政書士会館 026-224-1300

山梨県行政書士会 400-0031 山梨県甲府市丸の内3-27-5 山梨県行政書士会館 055-237-2601

静岡県行政書士会 420-0856 静岡県静岡市葵区駿府町2-113 静岡県行政書士会館 054-254-3003

新潟県行政書士会 950-0911 新潟県新潟市中央区笹口3-4-8 新潟県行政書士会館 025-255-5225

愛知県行政書士会 461-0004 愛知県名古屋市東区葵1-15-30 愛知県行政書士会館 052-931-4068

岐阜県行政書士会 500-8113 岐阜県岐阜市金園町1-16 NCリンクビル3F 058-263-6580

三重県行政書士会 514-0006 三重県津市広明町328番地 津ビル2階 059-226-3137

福井県行政書士会 910-0005 福井県福井市大手3丁目4番1号 福井放送会館3階 K室 0776-27-7165

石川県行政書士会 920-8203 石川県金沢市鞍月2-2 石川県繊維会館3F 076-268-9555

富山県行政書士会 930-0085 富山県富山市丸の内1-8-15 余川ビル2F 076-431-1526

滋賀県行政書士会 520-0056 滋賀県大津市末広町2-1 滋賀県行政書士会館 077-525-0360

大阪府行政書士会 540-0024 大阪府大阪市中央区南新町1-3-7 06-6943-7501

京都府行政書士会 601-8034 京都府京都市南区東九条南河辺町85-3 075-692-2500

奈良県行政書士会 630-8241 奈良県奈良市高天町10-1 （株）T.T.ビル3F 0742-95-5400

和歌山県行政書士会 640-8155 和歌山県和歌山市九番丁1 中谷ビル2F 073-432-9775

兵庫県行政書士会 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー 13階 078-371-6361

鳥取県行政書士会 680-0845 鳥取県鳥取市富安2-159 久本ビル5F 0857-24-2744

島根県行政書士会 690-0888 島根県松江市北堀町15番地 島根県北堀町団体ビル2F 0852-21-0670

岡山県行政書士会 700-0816 岡山県岡山市北区富田町一丁目7番15号 富田町ビル2F 086-222-9111

広島県行政書士会 730-0037 広島県広島市中区中町8-18 広島クリスタルプラザ10F 082-249-2480

山口県行政書士会 753-0042 山口県山口市惣太夫町2番2号 山口県土地家屋調査士会館3F 083-924-5059

香川県行政書士会 761-0301 香川県高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センター 4F 407号 087-866-1121

徳島県行政書士会 770-0873 徳島県徳島市東沖洲2-1-8 （マリンピア沖洲内） 088-679-4440

高知県行政書士会 780-0935 高知県高知市旭町2-59-1 アサヒプラザ2F 088-802-2343

愛媛県行政書士会 790-0877 愛媛県松山市錦町98-1 愛媛県行政書士会館 089-946-1444

福岡県行政書士会 812-0045 福岡県福岡市博多区東公園2-31 福岡県行政書士会館 092-641-2501

佐賀県行政書士会 849-0937 佐賀県佐賀市鍋島3-15-23 佐賀県行政書士会館 0952-36-6051

長崎県行政書士会 850-0031 長崎県長崎市桜町3-12 中尾ビル5F 095-826-5452

熊本県行政書士会 862-0956 熊本県熊本市中央区水前寺公園13-36 096-385-7300

大分県行政書士会 870-0044 大分県大分市舞鶴町一丁目3番28号 ネクスト舞鶴ビル2階 097-537-7089

宮崎県行政書士会 880-0812 宮崎県宮崎市高千穂通1丁目5番35号 グラン高千穂1F 0985-24-4356

鹿児島県行政書士会 890-0062 鹿児島県鹿児島市与次郎2-4-35 KSC鴨池ビル202号 099-253-6500

沖縄県行政書士会 901-2132 沖縄県浦添市伊祖4-6-2 沖縄県行政書士会館 098-870-1488

都道府県行政書士会一覧

日本行政書士会連合会 105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス10階 03-6435-7330

Mitsunori Mashiko


