
単位会 イベント概要 場所 日時 その他

広報月間中行われる各支部のセミ

ナー、無料相談会等

①「相続・遺言セミナー」札幌支部 札幌市東老人福祉センター 9月12日

②定例無料相談会　札幌支部 札幌支部事務局内 10月17日

③第11回市民講座　函館支部 函館市民会館 10月28日

④定例無料相談会　函館支部 函館市役所 10月2日、10月16日

⑤小樽地区四士業合同無料相談会

小樽支部（単独で毎月開催）
長崎屋小樽店公共プラザ 10月16日

⑥定例無料相談会　旭川支部 旭川市神楽公民館 10月9日

⑦「市民講座＆無料相談会」　旭川

支部
ホテルクレッセント旭川 11月3日

苫小牧ＳＣイオン 10月13日

苫小牧市民活動センター 10月25日

室蘭市中小企業センター 10月20日

登別市鉄南ふれあいセンター 10月27日

伊達市カルチャーセンター 10月27日

⑩無料相談会　日高支部 様似町中央公民館 10月17日

⑪無料相談会　空知支部 歌志内市かもい岳温泉別館 10月14日

とかちプラザ 10月17日

陸別町 10月30日

⑬無料相談会　網走支部 北見イオン 10月16日

⑭無料相談会　釧路支部 釧路市役所 11月7日

秋 田 県

行政書 士会
岩手県行政書士会

電話無料相談会

☎019-623-1555

10月1日(月)

10:00～16:00

街頭無料相談会 盛岡市ホットライン肴町北銀前
10月1日(月)

13:00～16:00

滝沢村ふるさと交流館
10月3日（木）

13:00～16:00

西根地区市民センター２Ｆ会議室
10月9日（火）

13:00～16:00

松尾コミュニティセンター１Ｆ大

会議室

10月10日（水）

13:00～16:00

安代若者センター２Ｆ会議室
10月11日（木）

13:00～16:00

パルクアベニュー・カワトク８Ｆ

相談室

10月15日（月）

10月22日（月）

10月29日（月）

各日13:00～16:00

矢巾町商工会館
10月5日（金）

13:30～16:30

紫波町商工会館
10月19日（金）

13:30～16:30

花巻支部 花巻市文化会館　第６会議室
10月27日（土）

10:00～15:00

北上支部 各支部会員事務所
10月1日（月）

9:00～16:00

水沢支部
メイプル地下 奥州市市民活動支

援センター第一会議室

10月18日（木）

10:00～16:00

⑫「合同無料相談会」十勝支部

　出張講演・無料相談会

平成24年度  行政書士制度広報月間　実施イベント予定

岩 手 県

行政書 士会

支部街頭無料相談会

盛岡支部

北 海 道

行政書 士会

紫波支部

⑨定例無料相談会　室蘭支部

⑧定例無料相談会　苫小牧支部



一関支部 一関市公民館　４階会議室
10月28日（日）

10:00～15:00

大船渡支部 大船渡市役所本庁　市民相談室
10月18日（木）

13:00～15:00

遠野市部 岩手県交通安全協会遠野市部
10月16日（火）

10:00～15:00

久慈支部
久慈地方産業まつり会場（アン

バーホール）

10月21日（日）

10:00～15:00

二戸支部 一戸町役場

10月19日（金）

10:00～12:00 / 13:00～

15:00

青 森 県

行政書 士会 行政書士電話相談会

「相続・遺言」「離婚」「土地問

題」「成年後見」「許認可（建設業

許可、産業廃棄物許可ほか）」「農

地転用」「入国管理関係」「各種契

約」「内容証明」「戸籍関係」「交

通事故」「会計記帳」「法人設立」

「自動車登録」「行政手続のこと」

などについて電話で相談に応じる。

受付電話：024-942-2001

福島県行政書士会会議室
10月1日（月）　10:00～

16:00

郡山支部内市町村 10月2日(火)

会津支部内市町村 10月4、5日(木、金)

いわき支部内市町村 10月10日(水)

福島支部内市町村 10月15日(月)

相双支部内市町村 10月18日(木)

県南支部内市町村 10月23日(火)

宮 城 県

行政書 士会
「行政書士無料相談会」

（電話による無料相談） 山形県行政書士会館
10月1日（月）

　10:00～16:00

「市民公開講座」

・講演会

「相続・遺言・成年後見について」

　講師：公証人　佐藤信昭　氏

・無料相談会（同会場にて）

山形ビッグウイング　交流サロン
11月14日（水）

　13:00～17:00

「‘12行政書士フェスタ」

　（山形支部主催）

・無料相談会
霞城セントラル

10月27日（土）

　10:00～15:00

東 京 都

行政書 士会

神 奈 川 県

行政書 士会

山 形 県

行政書 士会

福 島 県

行政書 士会

岩 手 県

行政書 士会

行政書士制度広報のための市町村訪

問

行政書士制度広報のため、支部ごと

に市町村、農業委員会、警察署、公

証役場、商工会を訪問する。農業委

員会、警察署、公証役場にはポス

ターの掲示を依頼する。広報グッズ

（ユキマサ君ファイル）を配布す

る。



千 葉 県

行政書 士会
茨城県行政書士会

0120-883-983（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）

携帯電話からはつながりません。

029-305-3731

10月1日（月）10:00～15:00

10月7日（日）10:00～15:00

県西支部

0296-25-2919（支部事務所） 10月13日（土）8:00～12:00

かすみがうら市　中央出張所（働

く女性の家）
10月6日（土）10:00～16:00

龍ヶ崎市文化会館　　小会議室
10月7日（日）10:00～16:00

つくばみらい市商工会議所　伊奈

事務所　大会議室
10月7日（日）10:00～16:00

つくば市　市民ホールつくばね

会議室Ａ
10月7日（日）10:00～16:00

石岡市勤労青少年センター
10月13日（土）10:00～16:00

土浦市三中地区公民館
10月14日（日）10:00～16:00

つくば市ふれあいプラザ　研修室

Ｂ-1 10月14日（日）10:00～16:00

取手市福祉会館　2階Ｃ会議室
10月20日（土）10:00～16:00

稲敷市　江戸崎公民館　研修室
10月21日（日）10:00～16:00

阿見町中央公民館　1階談話室
10月27日（土）10:00～16:00

石岡市勤労青少年センター
10月27日（土）10:00～16:00

牛久市生涯学習センター　小講座

室 10月27日（土）10:00～16:00

美浦村中央公民館
10月28日（日）10:00～16:00

守谷市役所　小会議室
10月28日（日）10:00～16:00

ひたちなか市役所　１階　ロビー

右側 10月4日（木）13:00～16:00

水戸市役所　水戸市民会館　1階

通路奥 10月4日（木）13:00～16:00

京成百貨店　4階　西側フロアー
10月5日（金）10:00～17:00

京成百貨店　4階　西側フロアー
10月6日（土）10:00～17:00

城里町役場　1階　ロビー正面奥
10月9日（火）13:00～16:00

ひたちなか商工会議所　3階　会

議室 10月10日（水）10:00～12:00

水戸市役所　水戸市民会館　1階

通路奥 10月11日（木）13:00～16:00

「電話による無料相談会」

「面談による無料相談会」

　・県南支部

　・水戸支部

茨 城 県

行政書 士会



茨城県立図書館　3階　会議室
10月12日（金）10:00～19:00

茨城町ゆうゆう館　2階　会議室
10月15日（月）13:00～16:00

小美玉市役所　1階　ロビー玄関

隣 10月16日（火）13:00～16:00

大洗町役場　1階　ロビー左側
10月16日（火）13:00～16:00

笠間市役所　1階　ロビー玄関隣
10月17日（水）13:00～16:00

ひたちなか市役所　１階　ロビー

右側 10月18日（木）13:00～16:00

水戸市役所　水戸市民会館　1階

通路奥 10月18日（木）13:00～16:00

茨城県立図書館　3階　会議室
10月20日（土）10:00～16:00

ひたちなか商工会議所　3階　会

議室 10月24日（水）13:00～15:00

水戸市役所　水戸市民会館　1階

通路奥 10月25日（木）13:00～16:00

　・県西支部 常総市石下庁舎　会議室1及び2
10月13日（土）10:00～15:00

那珂市　イオン那珂町店
10月6日（土）10:00～15:00

日立市　多賀市民会館　202号室
10月13日（土）10:00～15:00

常陸太田市　生涯学習センター

講座室3 10月13日（土）10:00～15:00

高萩市役所仮庁舎　会議室2
10月27日（土）10:00～15:00

常陸大宮市　おおみやコミュニ

ティセンター　2階研修室 10月27日（土）10:00～15:00

鹿嶋勤労文化会館　１階　会議室
10月13日（土）10:00～16:00

潮来市立潮来公民館　１階　会議

室 10月13日（土）10:00～16:00

県北会場：西那須野公民館

県央会場：ベルモール

県南会場：イオン栃木店

県南会場：道の駅 思川小山評定

館

10月7日（日）　10:00～

15:00
（小山）

　・水戸支部

　・県北支部

茨 城 県

行政書 士会

　・鹿行支部

9月30日（日）　10:00～

15:00
（栃木）

三士会 法の日無料相談会

栃木県行政書士会・栃木県司法書士

会・栃木県土地家屋調査士会と共催

し、無料相談会を実施。地域住民の

法生活に寄与する。

栃 木 県

行政書 士会



行政書士電話相談（行政書士もしも

し相談室）

埼玉県行政書士会会員による電話相

談

電話により実施します

①許可・認可等の手続等に関する問

い合わせ

②法人設立・権利義務・事実証明に

関する問い合わせ

③電子申請

④暮らしの相談

埼玉県行政書士会会館3階
10月1日（月）～3日（水）

　10:00～16:00

問合せ先

048-833-0900

浦和駅西口前コルソ７階大ホール
10月13日（土）　10:00～

16:00
浦和支部

ｷｭﾎﾟ･ﾗM4階　かわぐち市民ﾊﾟｰﾄ

ﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ内さろんｽﾍﾟｰｽ

10月13日（土）　10:00～

16:00
川口支部

そごう大宮店３階連絡通路
10月13日（土）　10:00～

16:00
大宮支部

ＪＲ上尾駅自由通路
10月13日（土）　10:00～

16:00
上尾支部

東武線岩槻駅東口　コミュニティ

センター

10月14日（日）　10:00～

16:00
岩槻支部

春日部市立大沼運動公園内市立体

育館

10月20日（土）･21日（日）

10:00～16:00
春日部支部

市民まつり会場　越谷市役所西口

玄関前

10月21日（日）　9:00～

16:00
越谷支部

市民交流センターおあしす
10月20日（土）　13:00～

16:30
吉川支部

クラッセ川越５階　国際交流フロ

アー

10月13日（土）　10:00～

16:00
川越支部

ﾋﾟｵﾆｰｳｫｰｸ東松山（ﾋﾟｵﾆｰﾎｰﾙ２

階）

10月13日（土）　10:00～

16:00
東松山支部

秩父ミューズパーク
10月21日（日）　10:00～

16:00
秩父支部

八木橋百貨店東口玄関
10月13日（土）　10:00～

16:00
熊谷支部

本庄駅構内本庄市ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
10月13日（土）　9:00～

16:00
県北支部

久喜市ふれあいｾﾝﾀｰ、鷲宮総合支

所

10月17日（水）　14:00～

20:00
埼葛支部

羽生市民プラザ
10月13日（土）　10:00～

17:00
埼北支部

ＪＲ鴻巣駅自由通路
10月13日（土）　10:00～

16:00
鴻巣支部

八潮市役所前（八潮市民まつり）
10月28日（日）　10:00～

16:00
草加支部

ふじみ野市立産業文化センター
10月14日（日）　10:00～

16:00
東入間支部

イオン入間店
10月13日（土）　10:00～

16:00
狭山支部

所沢駅　西武百貨店２階正面入口
 9月29日（土）　10:00～

16:00
所沢支部

埼 玉 県

行政書 士会

行政書士無料相談会

埼玉県行書士会23支部による街頭で

の無料相談会

面談により実施します。

問い合わせ先：

埼玉県行政書士会

　048-833-0900



飯能駅改札口前広場
10月13日（土）　10:00～

16:00
飯能支部

鶴ヶ島市市民活動推進ｾﾝﾀｰ（ﾜｶﾊﾞ

ｳォｰｸ1F）

10月13日（土）　10:00～

16:00
西入間支部

朝霞市産業文化センター
10月13日（土）　10:00～

16:00
朝霞支部

群 馬 県

行政書 士会

長 野 県

行政書 士会

ラザウォーク甲斐双葉

甲斐市志田645-1

11月17日（土）　10:00～

16:00
0551-30-7111

イオンモール甲府昭和

昭和町常永土地区画整理地内

10月27日（土）　10:00～

16:00
055-269-5100

笛吹農業協同組合 石和支所

笛吹市石和町市部1174

10月20日（土）　10:00～

16:00
0553-265-2255

甲西農村環境改善センター

南アルプス市鮎沢1234-1

10月20日（土）　10:00～

16:00
055-282-7359

大月市民会館

大月市御太刀2-11-22

10月6日（土）　10:00～

16:00
0554-22-4811

電話無料相談

　10月1日から３日まで静岡県行政

書士会館で電話による無料相談を実

施

静岡県行政書士会館

10月1日（月）･2日（火）･3

日（水）

　10:00～16:00

県内19支部による無料相談会

　広報月間中に県内19支部において

例年約30箇所で相談会を実施。詳細

は静岡県行政書士会ＨＰでご確認く

ださい。

県内各地 10月中(詳細は本会ＨＰにて)

新 潟 県

行政書 士会

愛 知 県

行政書 士会

街頭無料相談会
マーサ21 10月7日（日）

無料電話相談会 岐阜県行政書士会事務局 10月1日（月）

各支部による無料相談

９月中旬に決定 ９月中旬に決定

①４新聞に日時・場

所を掲載

②グッズ（チラシ・

クリアファイル・救

急絆創膏等の配布

各市町村等の窓口の「行政書士制度

周知表示板」の常置状況の確認 ９月中旬、支部の予定判明

建設業法に係る許認可申請業務の件

数（本人申請、行政書士代理申請、

その他代理申請）を調査
10月中に実施

福井支部

・本会事務所

・福井市役所１階市民ホール

10月1日（月）　10:00～

16:00

埼 玉 県

行政書 士会

行政書士無料相談会

埼玉県行書士会23支部による街頭で

の無料相談会

面談により実施します。

問い合わせ先：

埼玉県行政書士会

　048-833-0900

福 井 県

行政書 士会

静 岡 県

行政書 士会

岐 阜 県

行政書 士会

山 梨 県

行政書 士会

行政書士による無料相談会

対面での無料相談会（予約不要）

相談内容：

遺言相続、成年後見、会社・法人設

立相談、営業許認可

農地利用関係、契約書作成、外国人

業務、事務代行など

問合せ：山梨県行政書士会

三 重 県

行政書 士会

無料相談会の開催

・県下６支部において、無料相談会

を行う。

（右、日程表のとおり）

・このほか、１０月中は、各会員事

務所において、無料相談に応じる。



坂井支部

・坂井地域交流センター「いね

す」

10月2日（火）　10:00～

16:00

大野支部

・勝山市民会館３階　和室

10月1日（月）　10:00～

16:00

武生支部

・武生菊人形会場広場

10月6日（土）　10:00～

16:00

敦賀支部

・敦賀市役所１階市民ホール

10月1日（月）　10:00～

16:00

・美浜町民プラザ（美浜町）
10月1日（月）　10:00～

12:00

・三方ショッピングセンター「レ

ピア」（若狭町）

10月1日（月）　13:30～

15:30

小浜支部

・小浜商工会議所２階

10月1日（月）　10:00～

16:00

新聞広告、ＴＶ・ラジオ広告

・地方紙２社（福井新聞、日刊県民

福井）に県下６支部の無料相談会の

日程、行政書士の業務概要及び県内

行政書士名、電話番号（協賛者の

み）を広告掲載する。

・福井テレビ、ＦＢＣラジオ、ＦＭ

福井にて無料相談会を開催する旨の

スポット放送する。

・＜地方紙＞

　９月３０日に掲載

・＜テレビ・ラジオ・FM＞

　９月２５日～１０月１日までの

間、各15回放送予定

チラシの作成、配布

県下６支部の無料相談会の日程、行

政書士の業務概要のチラシを作成、

配布する。

配布方法については、各支部長に一

任。

・９月１５日頃から９月３０日

　街頭通行人に配布、官公署に設

置等

平和堂アル・プラザ小松（小松市

園町）

10月7日（日）

　10：00～16：00
小松支部

加賀市市民会館（加賀市大聖寺南

町）

10月6日（土）

　10：00～12：00
加賀支部

平和堂アル･プラザ鹿島1階中央イ

ベント広場（中能登町）

10月6日（土）

　10：00～16：00
七尾支部

輪島ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾌｧﾐｲ（輪島市宅

田町）

10月7日（日）

　10：00～16：00
輪島支部

イオンもりの里店（金沢市もりの

里）

10月6日（土）

　9：00～16：00

イオンモールかほく（かほく市内

日角）

10月6日（土）

　10：00～16：00

アル･プラザ金沢（金沢市諸江）
10月7日（日）

　10：00～16：00

アピタ松任店（白山市幸明町）
10月７日（日）

　10：00～16：00

電話による無料相談会の開催 10月5日～7日

　10：00～16：00

電話

076-268-9110

富山県行政書士会事務所 10月1日～2日

高岡支部 10月1日～3日

氷見市役所 10月4日

上市町生涯学習会館 10月5日

魚津サンプラザ 10月8日

福野文化創造センター 10月13日

高岡市役所 10月15日

金沢支部

福 井 県

行政書 士会

無料相談会の実施

石 川 県

行政書 士会

面談による無料相談会の開催

無料相談会の開催

・県下６支部において、無料相談会

を行う。

（右、日程表のとおり）

・このほか、１０月中は、各会員事

務所において、無料相談に応じる。

富 山 県

行政書 士会



福光会館 10月21日

小杉社会福祉会館 10月26日

無料相談会とミニコンサート

　繁華街のイベントスペースで、ミ

ニコンサートを開催しＰＲを図る
グランドプラザ 10月18日

高岡万葉まつり 万葉集全20巻朗唱の

会に参加

　行政書士会としての出場枠を確保

し、行政書士制度のＰＲを図る

高岡古城公園 10月6日

行政書士電話無料相談

許認可申請等の行政手続や暮らしの

諸問題についての無料相談に応じる

とともに、その問題解決をお手伝い

します。

・建設業関係・農地の転用・自動車

登録、車庫証明・出入国手続　・会

社設立・開発行為・交通事故など

滋賀県行政書士会館 10月1日(月)　10:00～16:00
滋賀県行政書士会

077-525-0360

常設無料相談

許認可申請等の行政手続や暮らしの

諸問題についての無料相談に応じる

とともに、その問題解決をお手伝い

します。

・建設業関係・農地の転用・自動車

登録、車庫証明・出入国手続　・会

社設立・開発行為・交通事故など

滋賀県行政書士会館

毎月第1木曜日、第3土曜日

　13:30～16:30まで

（予約制）

滋賀県行政書士会

077-525-0360

大津

西武百貨店大津店6階
10月20日(土)

13:00~16:00

湖南

守山銀座平和堂守山店４Ｆ楽修院

10月21日(日)

10:00~16:30

甲賀

甲賀市水口社会福祉センター
10月13日(土)

13:00~16:00

湖東

東近江市役所別館
10月13日(土)

13:00~16:00

支部無料相談会

①中央支部　無料相談会

②中央支部　無料相談会

①大阪市中央区役所1階　区民相

談室

②大阪府パスポートセンター前広

場

①10月18日(木)13:00～

15:00

②10月25日(木)9:00～15:00

①北支部　無料相談会

②北支部　無料相談会

①関西大学リサーチアトリエ楽市

楽座

②ＪＲ環状線天満駅前三角スペー

ス(天神橋筋商店街)

①10月11日(木) 15:00～

19:00

②10月27日(土)13:00～

17:00

①天王寺支部　無料相談会

【相談内容：相続・風俗営業許可】

②天王寺支部　無料相談会

【相談内容：入管・帰化、相続・成

年後見】

③天王寺支部　無料相談会

【相談内容：相続・企業法務・入

①浪速区役所1階相談室

②生野区役所1階相談室

③天王寺区役所3階相談室

①10月5日(金) 13:00～

15:00

②10月18日(木)13:00～

16:00

③10月24日(水) 13:00～

16:00

大阪府

行政書士会

無料相談会の実施

滋 賀 県

行政書 士会

許認可手続無料相談所

許認可申請等の行政手続や暮らしの

諸問題についての無料相談に応じる

とともに、その問題解決をお手伝い

します。

・建設業関係・農地の転用・自動車

登録、車庫証明・出入国手続　・会

社設立・開発行為・交通事故など

富 山 県

行政書 士会



旭東支部　無料相談会
イオンモール鶴見緑地2階イオン

側特設会場
10月13日(土)11:00～17:00

西支部　無料相談会 京セラドーム大阪 10月6日(土)13:00～16:30

①阿倍野支部　無料相談会

②阿倍野支部　無料相談会

①平野区役所　1階相談コーナー

②阿倍野区役所地下1階　相談

コーナー

①10月2日(火)13:00～15:30

②10月10日(水)13:00～

15:00

①西成支部　無料相談会

②西成支部　無料相談会

①弘治老人憩いの家

②大阪南港ポートタウン管理セン

ター

①10月13日(土)14:00～

16:00

②10月27日(土)11:00～
①淀川支部　無料相談会

※要予約

②淀川支部　相続遺言の講演及び無

料相談会

※要予約

③淀川支部　無料相談会

※要予約

①東淀川区役所

②阪急南方、地下鉄西中島南方駅

前

③淀川区役所4階相談室

①10月10日(水)13:00～

16:00

②10月20日(土)13:00～

15:00

③10月22日(月)13:00～

15:00

守口支部　無料相談会 イズミヤ門真店1階 10月6日(土)10:15～15:00

三島支部　無料相談会
イオン茨木1階ＪＲ出入口エント

ランス
10月15日(月)13:00～17:00

①東大阪支部　無料相談会

②東大阪支部　無料相談会

③東大阪支部　無料相談会

①東大阪市役所1階

②八尾市役所10階

③柏原市役所

①10月2日(火)13:00～16:00

②10月12日(金) 13:00～

16:00
枚方支部　「相続・遺言セミナー」

及び無料相談会
枚方市民会館　2階集会室 10月14日(日) 10:00～15:00

①南大阪支部　無料相談会

※要予約

②南大阪支部　無料相談会

③南大阪支部　無料相談会

①河内長野市キックス

②リック羽曳野

③藤井寺市民会館別館

①10月6日(土)13:30～16:30

②10月12日(金)13:00～

15:00

③10月20日(土)13:00～
①堺支部　無料相談会

※要予約

②堺支部　外国人の帰化・入管の無

料相談会    ※要予約

③堺支部　無料相談会

※要予約

①和泉シティプラザ

②堺市国際交流プラザ

③サンスクエア堺

①10月13日(土)13:30～

16:00

②10月17日(水)14:00～

17:00

③10月20日(土)13:30～

16:00泉州支部　無料相談会

【相談内容：相続・遺言・協議離

婚・交通事故・成年後見・在留資

格】

泉佐野市　泉の森ホール　2階会

議室
10月21日(日)10:00～16:00

無料相談会　【相談内容：VISA・国

際業務、帰化（英語・中国語対応

可）、建設業許可】

大阪府行政書士会 10月3日(水)13:00～16:00

無料相談会　【相談内容：遺言・相

続、成年後見、契約書・消費者契

約、内容証明、社内規程、企業法

大阪府行政書士会 10月10日(水)13:00～16:00

無料相談会　【相談内容：遺言・相

続、成年後見、法人設立（社団・財

団、NPO、協同組合、社会福祉、会

社等）、建設業許可】

大阪府行政書士会 10月17日(水)13:00～16:00

無料相談会　【相談内容：遺言・相

続、成年後見、許認可関係（風俗営

業、建設業、産業廃棄物等）、知的

大阪府行政書士会 10月24日(水)13:00～16:00

大阪府

行政書士会



行政書士による市民セミナー及び行

政書士による無料相談会

＜セミナー＞

演題「エンディングに書き留めて

　　　おくこと」（仮題）

講師　京都会会員

＜相談会＞

　相続・遺言等暮らしの困りごと相

談

ひとまち交流館京都

京都市下京区河原町五条下る

10月2日

セミナー　10：00～10：50

　　　　　14：00～14：50

相談会　　10：00～16：00

行政書士による無料相談会

京都会7支部のそれぞれの地域の市町

村役場、区役所、公民館等において

無料「暮らしの困りごと相談」を行

う。

府内全域、延べ20カ所位。（予

定）

（京都会ＨＰ・京都新聞広告に

て、日時・場所を告知）

10月1日～10月30日

京都新聞（府内版・朝刊）への広告

掲載

京都新聞記事下5段において、行政書

士制度、上記イベントの告知を行

う。

9月25日（予定）

イオンモール橿原３階

スポーツオーソリティー前

　橿原市曲川町７丁目２０番１号

10月7日（日）～8日（月）

　10:00～17:00

奈良県行政書士会会議室

　奈良市高天町１０番地の１

 （株）Ｔ．Ｔ．ビル３階

10月11日（木）、25日

（木）

　10:00～16:00

電話無料相談

　日常生活で発生する様々な県民の

悩み事等に、会員が対応する。新聞

社への訪問、市町村への広報誌掲載

依頼、関係団体への案内を通じ、広

く県民に対して行政書士の存在をア

ピールする。

奈良県行政書士会事務局

10月1日（月）～31日（水）

※平日のみ

　10:00～16:30

常設無料相談会

　日常生活で発生する様々な県民の

悩み事等に、会員が対応する。新聞

社への訪問等を通じ、広く県民に対

して行政書士の存在をアピールす

る。

奈良県行政書士会会議室

毎月第二木曜日

　13:00～16:00

※事前に要電話予約

電話無料相談会

本会事務局

10月10日（水）

10:00～12:00

13:00～16:00

街頭無料相談会
わかちか広場

10月13日（土）

13:00～16:00

和 歌 山 県

行政書 士会

京 都 府

行政書 士会

行政奈良なんでも無料相談

　日常生活で発生する様々な県民の

悩み事等に、会員が対応する。新聞

社への訪問、市町村への広報誌掲載

依頼、関係団体への案内を通じ、広

く県民に対して行政書士の存在をア

ピールする。

奈 良 県

行政書 士会



兵 庫 県

行政書 士会

「私」のみせ方セミナー

～新しい情報発信のすがた～

ＩＣＴ技術を活用よる新しい情報発

信についてのセミナー、行政、一般

の方を中心に行政書士を対象に行い

ます。ＳＮＳやデジタルサイネー

ジ、スマートフォンを活用した地図

情報の活用などをテーマにします。

また、行政書士の絡みで住民票のコ

ンビに交付をテーマにもします。

（全４つをテーマです。）これらに

より、市民の方々へ行政書士制度の

広報を行う予定です。

兵庫県民会館パルテホール 10月3日（水） 定員１００名

行政書士による電話相談

鳥取県行政書士会事務局
10月1日（月）　10:00～

15:00

専用ダイヤル：

　0857-26-1532

相談員：3名

鳥取市：気高図書館
10月7日（日）　10:00～

15:00
相談員：2名

智頭町：智頭町総合センター
10月9日（火）　10:00～

12:00
相談員：2名

鳥取市：トスク本店　2階
10月13日（土）　10:00～

15:00

相談員：5,6名

ティッシュを一般の

方に配布

倉吉市：倉吉ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾀｳﾝ2階
10月13日（土）　10:00～

15:30

相談員：4名

ティッシュを一般の

方に配布

米子市：イオン米子駅前店4階
10月13日（土）　10:30～

15:00

相談員：4名

ティッシュを一般の

方に配布

南部町：南部町立図書館　2階
10月17日（水）　10:00～

13:00
相談員：2名

琴浦町：琴浦町図書館
10月19日（金）　16:00～

20:00
相談員：2名

島 根 県

行政書 士会

島根県行政書士会無料電話相談

島根県行政書士会

10月1日（月）、2日（火）、

3日（水）

　10:00～16:00

本会事務局に相談員

２名を置き、電話対

応する

岡 山 県

行政書 士会

行政書士電話相談

・行政書士制度広報月間の活動とし

て全国で実施される電話相談の一環

として本会でも開催する。

・専用電話３台設置、１台に相談員

２人一組の交代体制で対応。

・相談内容～①権利義務関係（遺

言・相続・契約等）②事実証明関係

③知的資産関係④建設業法関係⑤農

地法関係⑥運輸交通関係⑦風営・食

品衛生関係⑧入国管理関係⑨開発行

為関係⑩公有地関係⑪成年後見関係

等

広島県行政書士会

　広島市中区中町8-18

　電話：082-249-2480

10月1日（月）　10:00～

16:00

鳥 取 県

行政書 士会

無料相談会

広 島 県

行政書 士会



行政書士一日無料相談会

・相談者１組に相談員２名で対応。

対面無料。

・行楽関係のトークショーを１時間

開催。

・相談内容～①相続・遺言②契約③

事実証明④交通事故⑤風俗営業⑥運

輸交通⑦入国管理⑧著作権⑨建設業

等

紙屋町シャレオ中央広場

　　　広島市中区基町地下街

　　　１００号

10月19日（金）　11:00～

19:00

イオン広店

　呉市広本町2-17-1

10月13日（土）　9:30～

16:00

ゆめタウン呉店

　呉市宝町5-10

10月21日（日）　9:30～

16:00

福山市市民参画センター

　福山市本町1-35

10月13日（土）　10:00～

16:00
福山

尾道市総合福祉センター

　尾道市門田町22-5　1F小会議

10月27日（土）　10:00～

16:00
尾道

広島市佐伯区民文化センター

　広島市佐伯区五日市中央6-1-

10

10月20日（土）　10:00～

16:00
広島西

イオン三原店

　三原市城町2-13-1

10月13日（土）　10:00～

16:00
三原

庄原市役所　本庁3階

　庄原市中本町1-10-1

10月1日（月）　13:00～

16:00
備北

庄原市役所　口和支所

　庄原市口和町向泉942

10月1日（月）　13:00～

16:00

布野生涯学習センター

　三次市布野町上布野1196-1

10月6日（土）　10:00～

15:00

吉舎生涯学習センター

　三次市吉舎町吉舎718-1

10月6日（土)　10:00～

15:00

広島市安佐南区民文化センター

　広島市安佐南区中筋1-22-17

10月14日（日）　9:30～

14:30
広島北

祇園商工フェスティバル

　広島市安佐南区祇園8-5

　（広島経済大学学生駐車場）

10月28日（日）　9:00～

15:30

北広島町役場

山県郡北広島町有田1234

10月23日（火）　14:00～

20:00

行政書士電話相談

電話機３台で相談員を各日３名配置

し、電話による無料相談会を開催
山口県行政書士会事務局

10月1日（月）、2日（火）

　10:00～16:00

フリーダイヤル：

0120-123-781

各支部無料相談会

県内7支部の地域で1日無料相談会を

開催。支部によっては1か所だけでな

く何か所かで実施。

市役所、ショッピングセンター等 10月1日～末日の中で1日

（日時、場所等は9

月中旬までに決定）

※随時山口会ＨＰに

掲載。

その他

各支部無料相談会

毎月1回地域の無料相談会を実施する

支部もあり。

市役所等 毎月1日～数日

女性無料相談会

女性行政書士による女性の為の無料

相談会。
市役所等 年4回程度

山 口 県

行政書 士会

呉

一日無料相談会

・県内各支部毎に相談を実施。対面

無料。

・相談内容

①権利義務関係（遺言・相続・契約

等）②事実証明関係③知的資産関係

④建設業法関係⑤農地法関係⑥運輸

交通関係⑦風営・食品衛生関係⑧入

国管理関係⑨開発行為関係⑩公有地

関係⑪成年後見関係　等

広 島 県

行政書 士会



無料相談会

社会貢献事業部で無料相談会を実

施。

社会福祉協議会等 年3回程度

白鳥コミュニティセンター

サンメッセ香川

農村環境改善センター

丸亀市民会館

善通寺市民会館

観音寺市民会館

電話無料相談会
香川県行政書士会 事務局

10月9日（月）

10:00～15:00

徳島県行政書士会による電話無料相

談

各支部による対面無料相談

電話無料相談 高知県行政書士会
10月1日（月）　10:00～

16:00

高知市役所玄関ピロティー
10月2日（火）　10:00～

15:00

四万十市中央公民館
10月6日（土）　10:00～

14:00

愛 媛 県

行政書 士会

福 岡 県

行政書 士会

佐賀県行政書士会
10月1日（月）　10:00～

16:00

唐津市役所
10月11日（木）　13:30～

16:00

神埼市役所千代田支所
10月12日（金）　10:00～

12:00

神埼市役所
10月15日（月）　13:00～

16:00

鳥栖市役所
10月24日（水）　10:00～

12:00

佐賀県庁（施設広告） 期間：10月～12月

長崎県行政書士会事務局

・行政書士無料電話相談 長崎県行政書士会事務局
10月1日（月）10：00～

16：00

諫早中央公民館

西諫早公民館（土地家屋調査士会

と合同）

10月6日（土）10：00～

15：00

佐世保市柚木地区公民館
10月6日（土）10：00～

15：00

有川総合文化センター
10月7日（日）10：00～

16：00

大村市役所（市民110番消費

生活相談室）

10月10日（水）

　13：00～16：00

島原霊丘公民館

（各士業との合同行政相談）

10月19日（金）

　13：00～17：00

徳 島 県

行政書 士会

山 口 県

行政書 士会

１０月実施予定

詳細は徳島県行政書士会の

ホームページをご覧くださ

い。

無料相談会（電話・対面）

対面無料相談

１０月実施予定

詳細は徳島県行政書士会のホーム

ページをご覧ください。

佐 賀 県

行政書 士会

支　　　部

無料相談会

長 崎 県

行政書 士会

高 知 県

行政書 士会

香 川 県

行政書 士会

県下一斉無料相談会

10月6日（土）

10:00～15:00



メルカつきまち５階

市民生活プラザホール・会議室

（長崎行政評価事務所一日総合相

談所）

10月24日（水）

　10：00～15：00

無料相談会

（各士業との合同行政相談）

雲仙市役所愛野支所 10月26日（金）

　13：00～17：00

北松支部
10月1日（月）～５日（金）

　9：00～17：00

対馬支部
10月１日（月）～5日（金）

　10：00～16：00

島原支部
10月5日（金）～12日（金）

　9：00～17：00

五島支部
10月9日（火）～12日（金）

　10：00～16：00

長崎支部
毎週水曜日

　10：00～15：00

長崎支部事務局

TEL095-829-0404

研修会

講師：諫早公証人 林　久義

・公証人から行政書士へのアドバイ

ス

・成年後見制度について

おおむら夢ファーム・シュシュ
10月3日（水）

PM17：00～PM18：00

電話無料相談

事務局待機の相談員及び各事務所待

機の相談員が電話にて相談を受け

る。

熊本市中央区水前寺公園28番47

号

熊本県行政書士会事務局

10月１日（月）

　10：00～16：00

街頭無料相談会

相談ブースを設置し、相談員が対面

にて相談を受ける。

熊本市中央区桜町3番10号

熊本交通センター地下

「プラザコート」

10月2日（火）3日（水）

　10：00～16：00

市民公開講座

遺言や相続をテーマに２部形式で講

演会を開催。

　～遺言・相続講演会～

一部「あいたしもたのそん前に」

　　タレント　大田黒浩一氏

二部「相続は遺言の時代(仮題)」

　　公証人　　未定

玉名市岩崎152番2号

玉名市民会館　第一会議室

10月25日（木）

　13：30～16：00

コンパルホール　309会議室
10月14日（日）　10:00～

15:00
大分中央支部

鶴崎市民行政センター2階会議室

2

10月14日（日）　10:00～

16:00

明野センターアクロス3階カトレ

ア

10月14日（日）

10:00~16:00

稙田公民館　大研修室
10月14日（日）　13:00～

16:00
大分南支部

大分県ニューライフプラザ
10月14日（日）　13:00～

16:00
別府支部

杵築中央公民館
10月14日（日）　13:00～

16:00
杵築支部

大 分 県

行政書 士会

大分東支部

相続・遺言無料相談会

熊 本 県

行政書 士会

支　　　部

無料相談会

無料相談（各行政書士事務所）

長 崎 県

行政書 士会



宇佐文化会館ウサノピア講習室2
10月14日（日）　9:00～

15:00
宇佐支部

豊後大野市中央公民館1階　和室
10月14日（日）　10:00～

15:00
豊肥支部

宮 崎 県

行政書 士会

鹿 児 島 県

行政書 士会
・沖縄県行政書士会館

・イオン（那覇店・名護店・具志

川店）

10月初旬

4か所同日無料相談

会実施（チラシ、

ティッシュ配布）
（那覇支部主催）

那覇市役所新都心仮庁舎
10月中旬　10:00～16:00

（南部支部主催）

豊見城市役所
10月初旬　9:00～16:00

（中頭支部主催）

自治会館等４か所
10月下旬　10:00～16:00 4会場にて実施

（北部支部主催）

国頭村民ふれあいセンター
10月下旬　13:00～16:00

（浦添支部主催）

浦添市役所、西原町役場
10月中旬

２か所の役所で無料

相談会を実施

（宮古支部主催）

働く女性の家
10月下旬

新聞2紙へ広告掲載

・希望会員のみ氏名、電話番号、広

報月間のお知らせと、無料相談会の

お知らせを掲載する。

沖縄タイムス、琉球新報紙面 10月初旬

沖縄県の電光広告搭へ広告
県庁前電光掲示板 10月中

沖縄タイムス、琉球新報、NHK、

沖縄税理士会、沖縄県中小企業団

体中央会、(社)沖縄県宅地建物取

引業協会、那覇公証人役場、沖縄

県土地家屋調査士会、沖縄弁護士

会、沖縄県社会保険労務士会、沖

縄県司法書士会

9月下旬

沖縄県企画部市町村課、沖縄県土

木建築部土木企画課、沖縄県農林

水産部農政経済課、法務省福岡入

国管理局那覇支局、内閣府沖縄総

合事務局、沖縄行政評価事務所、

沖縄総合事務局陸運事務所、沖縄

県農業会議

10月初旬

監察部による関係機関訪問

趣意書、ポスター持参 沖縄県建築士会等5か所 10月初旬

官公署、関係機関訪問等

　＜那覇支部＞

警察署、那覇社交組合、那覇市役

所各支所等13か所 10月中旬　13:00～15:00

　＜南部支部＞
近隣役所、農業委員会、商工会議

所、福祉保健所、警察署等20か

所
10月初旬

　＜中頭支部＞
近隣農業委員会等6か所 10月下旬　10:00～15:30

農地転用許可の件な

ど説明

大 分 県

行政書 士会

相続・遺言無料相談会

マスコミ・官公庁等訪問

趣意書、チラシ、ポスター持参で広

報月間PR訪問

沖 縄 県

行政書 士会

無料相談会



　＜八重山支部＞
新聞社等7か所 10月初旬

表敬訪問及びポス

ター配布

　＜中部支部＞
宜野湾市役所等6か所 10月初旬

行政書士制度説明

し、協力依頼

　＜浦添支部＞ 浦添市役所他2箇所 10月初旬 挨拶回り

　＜宮古支部＞

　マスコミPR訪問
宮古毎日新聞 9月下旬

新聞社へ正副会長等

と同行しPR

沖 縄 県

行政書 士会


