
単位：円

サービス内容 着手金 報酬 備考

障害基礎年金の裁定請求 15,000 初回振込額の50％

20歳前障害に基づく障害年金裁定請求 15,000 初回振込額の50％

障害厚生年金の裁定請求 15,000 初回振込額の50％

書類のみ作成 20,000

障害者手帳の申請 9,800～

各種障害者手当等の申請 9,800～ 手続き内容によります

自立支援医療の申請 9,800～ 手続き内容によります

医療費助成制度の申請 9,800～ 手続き内容によります

駐車禁止外除外許可証 20,000

高速道路割引証明書 20,000

自動車改造費助成申請

住宅設備改善費

日常生活用具給付費

都営住宅申し込み 20,000

指定障害サービスの受給申請 20,000～

後見制度の申し立て 要相談 ※司法書士委託業務

契約解除 9,800～ 内容証明郵便作成です

クーリングオフ 9,800～ 内容証明郵便作成です

障害者ワンストップサービス 50,000 120,000

年金・手当・手帳取得等すべて

のサービスの支給申請を代行し

ます

障害者コンシェルジュ(個人顧問） 9,800／月
メールによる生活相談、就労相

談、法務相談をお受けします。

※ワンストップサービスをご依頼のお客様にはコンシェルジュサービスを1年間無料で提供いたします。

サービス内容 着手金 報酬 備考

　遺産分割協議書の作成 75,000

　相続放棄申述手続 要相談 ※司法書士委託業務

　限定承認申述手続 要相談 ※司法書士委託業務

社労士・行政書士事務所オフィス・フクシエ報酬基準額表

年金関係

後見・その他法務事務

相続関係

実現利益の１０％

各種福祉サービス関係

障害者世帯のお悩み解決します

ご家族をなくされた方のお悩み解決します



相続人・相続財産の調査 20,000 80,000～

遺言執行手続き 300,000～ 相続財産による

遺留分減殺請求書の作成 70000～ 相続財産による

遺族年金裁定請求

遺族厚生年金裁定請求

未支給年金の請求

死亡一時金の請求 20,000～

埋葬料の請求 9,800～

年金受給停止届 9,800～

健康保険資格喪失届 9,800～

所得税準確定申告 要相談 ※税理士委託業務

相続税の申告 要相談 ※税理士委託業務

不動産名義変更 要相談 ※司法書士委託業務

自動車所有権移転 10,000

ご遺族のためのワンストップサービス 50,000 550,000

行政書士・社労士・税理士・司

法書士がご遺族の死後事務を引

き受けます。

※ワンストップサービスをご依頼されたお客様につきましては1年間、相談料を無料とさせていただきます。

サービス内容 着手金 報酬 備考

離婚協議書の作成 10,000 50,000～ 公正証書の場合＋10,000円

慰謝料請求 9800～ 内容証明郵便によります

養育費の請求 9800～ 内容証明郵便によります

年金分割請求 80,000～

児童扶養手当申請 9800～

児童育成手当申請 9800～ 自治体によります

高度技能訓練促進費の支給申請 20,000～

家賃補助申請 9800～ 自治体によります

医療費助成申請 9800～ 自治体によります

公立住宅の申し込み 20,000 自治体によります

離婚予定者のためのワンストップサービス 50,000 120,000～
離婚協議書、年金分割、児

童関連手当請求代行等

※ワンストップサービスをご依頼されたお客様につきましては1年間、相談料を無料とさせていただきます。

年金関係

1事案につき50,000～

税関係

その他の手続き

生活のために

子供関係

ひとり親家庭になってしまった・なりそうな方のお悩み解決します

離婚の場合



サービス内容 着手金 報酬 備考

生活保護申請同行 0 初回入金より15,000円 自治体によります

サービス内容 着手金 報酬 備考

内容証明作成 9800～

示談書の作成 20,000～

死後事務の相談 1件5000円

その他の法務相談 1件5000円

サービス内容 着手金 報酬 備考

　株式会社設立 20,000 60,000～

　合同会社設立 20,000 40000～

　NPO法人設立 50,000 150,000～

　社会福祉法人設立 50,000 500,000～

　一般社団法人設立 20,000 120,000～

　財団法人設立 20,000 120,000～

　認証のみ 10,000～

　作成・認証 30,000～

　作成・認証・登記 45,000～

　指定福祉サービス許可申請 20,000 120,000～

　介護保険施設開発許可申請 20,000 150,000～

　飲食店営業許可申請 10,000 20,000～

　旅行業登録申請 20,000 100,000～

　旅館営業許可申請 20,000 150,000～

　古物商登録申請 10,000 20,000～

　有料職業紹介事業許可申請 20,000 150,000～

　一般労働者派遣許可申請 20,000 150,000～

　酒類販売許可申請 20,000 120,000～

　たばこ販売許可申請 20,000 120,000～

　特定旅客自動車運送事業 20,000 120,000～ 送迎バスなど

　一般乗用旅客自動車事業 20,000 120,000～ 介護タクシーなど

許認可申請が必要な場合

定款の作成

会社形態は

後見人のお悩みを解決します

事業を起こしたい方のバックアップをします

生活が苦しい世帯のお悩みを解決します



　自家用自動車有償運送事業 10,000 50,000～

　福祉有償運送事業 20,000 100,000～

　助成金申請書類の作成・提出代行 規定額 原則として助成額の15％

　採用支援 要相談

　雇用契約書の作成 9,800～

　就業規則の作成 20,000 180,000～ 従業員数によります

起業家サポートワンストップパック 50000～ 事業内容によります
会社設立＋1年間の経営コンサ

ルティングつきのパックです。

福祉ビジネスサポートパック 50,000～ 事業内容によります

法人設立＋指定申請＋採用＋そ

の他の付随業務＋経営コンサル

ティングつきパックです。

障害者雇用コンサルタント 15,000～／月 労働者数によります

障害者雇用コンサルタント（メールのみ） 9800円／月
障害者雇用に関する法務、労

務、福祉相談等を受けます。

OJTマネジメント 12,000～／月
助成金申請に必要なOJT、OFF-

JTの管理を行います

サービス内容(例） 着手金 報酬 備考

仕事の相談

離婚相談

DV

仕事の悩み(セクハラ、パワハラ等）

いじめ

サービス内容 時間 報酬 備考

障害者雇用と助成金 2時間程度 50,000～

障害者の特性と活用方法 1時間程度 30,000～

障害者関連法規セミナー

福祉事業所様向けセミナー

人を採用したい

助成金を利用したい

企業様向けセミナー

従業員規模数によります

1時間5,000円 メールによる相談は1件980円

その他日常生活でのお困りを解決

その他のサービス



　障害者総合支援法

　障害者虐待防止法

　個人情報保護法

　民法（後見、契約、不法行為責任等）

　福祉作業所のためのマーケティング入門 50,000～ 従業員規模数によります

　施設職員のためのメンタルヘルスケア 50,000～ 従業員規模数によります

　福祉ビジネスの設立と運営 50,000～

※表示された金額意外に登録手数料、登録免許税等はお客様の負担になります。総額はお尋ねください。

※担当エリア（東京多摩地区）については交通費はかかりません

※担当エリア（東京多摩地区）以外につきましては別途交通費をご請求させていただく場合がございます

※当事業所では日当はいただいておりません。

※表示された業務以外もご依頼を承っております

※各種割引制度をご用意しております。詳細は下記を参考にしてください。

http://empowerjapan.up.seesaa.net/image/E589B2E5BC95E9A18DE8A1A8.pdf

福祉起業をお考えの方むけのセミナー

従業員規模数によります1時間程度 30,000～

確かな知識で確かな福祉を！ 
 

〒208-0004 

東京都武蔵村山市本町1-36-3 

  TEL：042-520-8449 

  FAX：042-520-8375 
  MAIL:support@fukushie.jp 
 

http://empowerjapan.up.seesaa.net/image/E589B2E5BC95E9A18DE8A1A8.pdf




※ワンストップサービスをご依頼されたお客様につきましては1年間、相談料を無料とさせていただきます。

※ワンストップサービスをご依頼されたお客様につきましては1年間、相談料を無料とさせていただきます。







※表示された金額意外に登録手数料、登録免許税等はお客様の負担になります。総額はお尋ねください。

※担当エリア（東京多摩地区）以外につきましては別途交通費をご請求させていただく場合がございます


