
平成27年度 行政書士記念日の予定事業一覧（各都道府県行政書士会）

行政書士会名 事業 内容

行政書士記念日のTV・ラジオCM TVCM・ラジオCMにより、行政書士記念日、行政書士業務、特定行政書士制度の紹介。

新聞への広告掲載 新聞に行政書士記念日、行政書士業務、特定行政書士制度を紹介する広告を掲載。

情報誌でのパブリシティ 情報誌に行政書士記念日、行政書士業務、特定行政書士制度に関する記事掲載を働きかける。

本会で、平成28年2月21・22日に無料相談会を実施するとともに、各支部においても、2月22日の実施を原則としつつ、そ
れぞれの事情に応じて無料相談会等を実施。
（1）札幌支部 無料相談会

日程：2月29日（月）
会場：「チカホ（札幌駅前通地下歩行空間）」
広報：行政書士制度広報パネルを設置

（2）函館支部 ＰＲ活動 行政書士記念日ふれあいカフェ
日程：2月27日（土）
会場：函館市総合福祉センター“あいよる２１”
概要：会員自ら飲み物やお菓子で市民をもてなし、気楽な会話を通じて行政書士制度をPR

（3）小樽支部 無料相談会
日時：2月16日（火）10:00～16:00
会場：長崎屋小樽店１階公共広場
広報：前日までに北海道新聞後志スペースに告知掲載予定

（4）空知支部 無料相談会
日程：2月22日（月）
会場：滝川市朝日町東２丁目中地区コミュニティセンター

（5）旭川支部 くらしの無料法律相談会
日時：2月22日（月）18:00～21:00
会場：神楽公民館
広報：旭川市民広報2月号にて広報

（6）網走支部 無料相談会
日程：2月22日（月）
会場：滝上町役場、イオン北見店、斜里町ゆめホール知床、遠軽町福祉センター

（7）室蘭支部 無料相談会
日程：2月20日（土）
会場：室蘭中小企業センター、洞爺湖町役場
日程：2月27日（土）
会場：登別鉄南ふれあいセンター、伊達歴史の杜
日程：3月12日（土）
会場：豊浦中央公民館
日程：3月19日（土）
会場：壮瞥ゆーあいの家

（8）苫小牧支部 無料相談会
日程：2月22日（月）
会場：苫小牧市民活動センター

（9）日高支部 新聞広告等
概要：日高報知新聞に2月15~22日当日までに3回広報。また、町の広報誌で広報

（10）十勝支部 無料相談会
日時：2月21日（日）10：00～16：00
会場：とかちプラザ１階 大集会室
広報：十勝毎日新聞で2月10日頃までに広報

（11）釧路支部 無料相談会
日程：2月22日（月）
会場：釧路市役所本庁舎 １階ロビー
広報：北海道新聞、釧路新聞に広告掲載予定

（12）根室支部 無料相談会
日程：2月20～21日までを予定
会場：根室市総合文化会館

ユキマサくんを起用したテレビCM ネコの鳴き声で始まるユキマサくんを起用した15秒のCM。

IBC岩手放送での90秒スポットPR 毎週土曜日の午前中に放送される県内の情報番組。ユキマサくんのイラスト入りボールペンとユキマサくんのバッチをセットで、抽
選で10名の視聴者にプレゼント。

2月22日に「電話無料相談会」を開催 相続や遺言に重点をおいた「電話無料相談会」。

青森県行
政書士会

テレビＣＭ（15秒スポット）を放送予定

放送日：2月21日～22日
ＲＡＢ青森放送（計4回）
ＡＴＶ青森テレビ（計5回）

放送日：2月20日～22日
ＡＢＡ青森朝日放送（計6回）

福島県行
政書士会 女性行政書士による女性のための無料相談会

相談者、相談員ともに女性限定の無料相談会を開催する。
日時：平成28年2月21日（日）11:00～16:00
会場：福島県郡山市「イトーヨーカドー郡山店西部コミュニティルーム」
対象者：女性限定

宮城県行
政書士会 『東北弁』落語で知る行政書士のしごと

相続セミナー＆無料相談会
日時：平成28年2月20日（土）15:00～18:00
会場：仙台市シルバーセンター ６階 第１研修室

 入場無料

岩手県行
政書士会

本会及び支部の無料相談会の実施

北海道行
政書士会
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山形県行
政書士会 無料相談会 日時：平成28年2月22日（月）10：00～15：00

会場：山形県行政書士会館

神奈川県
行政書士
会

「行政書士記念日」市民公開講座
行政書士に期待する「日本再生」の２つの方法

日時：平成28年２月22日（月）14：00～
会場：情文ホール
内容：新堀寛己先生（新堀ギター音楽院創設者）による記念講演

新堀ギター創設者の新堀先生に、行政書士に対する期待を込めた講演をいただきます。生演奏も御披露いただきます。
一般県民の方、神奈川会以外の行政書士の方も御参加いただけます。

茨城県行
政書士会 平成28年新春交流会

日時：平成28年2月22日（月） 午後2時22分～午後5時
（受付開始 午後1時30分）

会場：水戸京成ホテル 2階 瑠璃の間
電話 029－226－3111

次第：第１部【新春講演会】 午後2時22分～
 演題・講師未定

         第２部【新春交流会】 午後3時45分頃～

栃木県行
政書士会 市民公開講座「相続・遺言・成年後見について」

身近な問題である相続・遺言・成年後見について、行政書士がやさしく丁寧に解説
します。講座終了後、無料相談会も実施。
《高根沢会場》
平成28年2月21日(日)  13:30～ 元気あっぷむら 多目的ホール
《小山会場》
平成28年2月21日(日) 13:00～ 小山城南市民交流センターゆめまち 多目的ホール
《宇都宮会場》
平成28年2月27日(土) 13:30～ 宇都宮市総合コミュニティーセンター
《那須塩原会場》
平成28年2月28日(日) 14:00～ いきいきふれあいセンター３階 大会議室

目的：①中小企業支援に関する実務者の養成
 ②行政書士による中小企業支援業務の周知
 ③広く一般消費者にアピールする機会を作る

概要：「知的資産経営」を中心テーマにした、商業・サービス事業を含む中小小規模企業支援に関するシンポジウム
内容：1.基調講演

山口 義行氏
            立教大学経済学部教授

中小企業サポートネットワーク（スモールサン）主宰
外務省参与
関東経済産業局「新連携支援」事業評価委員長

 2.パネルディスカッション
コーディネーター：石田 正泰会員

 行政書士
 青山学院大学法学部
 経済産業省政策評価懇談会委員
 （一社）経済産業調査会監事

 パネラー：被支援企業
 支援行政書士
 連携地域商工会関係者
連携地域管轄公庫支店関係者
本会会長

日時：平成28年2月22日（月）14：00～17：00
会場：新都心ビジネス交流プラザ（270名収容：埼玉県さいたま市）予定
参加対象：一般個人、中小企業事業者、地域金融機関、行政書士等
参加予定数：250名（関係者含む）
後援：日本行政書士会連合会、埼玉県、関東財務局、関東経済産業局、埼玉県産業振興公社、埼玉県商工会議所
連合会、埼玉県商工会連合会、日本政策金融公庫、埼玉県中小企業診断士協会
実施主体：埼玉県行政書士会
担当部署：企業法務部
担当者：木村宏政
TEL：048ー833ー0900（事務局）

趣旨：埼玉県とのさらなる連携強化のため、「サービス産業事業者応援事業」や「埼玉ソーシャルサポートネットワーク」などに積
極的に協力するとともに、各地域商工会議所・商工会や日本政策金融公庫（県内5支店）との連携も密にすることで、商
業・サービス事業者を含む県内中小小規模企業（NPO等の団体を含む）の支援体制強化を図りたい。
そのために、本会支部を中心に中小企業支援（知的資産経営報告書作成支援、経営革新計画事業計画書作成支援、
創業補助金等経営計画書作成支援など）を推進し、公庫及び各地域商工会議所・商工会との連携を図る。
上記支援事例の成果として、パネルディスカッションにて、被支援企業と支援行政書士はもちろん、その支援連携した地域商
工会関係者及び地域管轄公庫支店関係者にも参加していただき支援事例を発表する。
日にちも平成28年2月22日、つまり「行政書士記念日」に開催することとし、埼玉から「知的資産経営」や「中小企業支援」
を発信しようとするものである。
また、近年の行政書士会主催のシンポジウムは、全国各地で分散開催する傾向にあるが、関東ではどうしても「東京」偏重に
なっているのが現状である。
そこで、知的資産経営支援業務（中小企業支援業務）を重要項目にしている本会においてもシンポジウムを開催すること
とした。

中小企業支援に関するシンポジウムの開催

埼玉県行
政書士会



平成27年度 行政書士記念日の予定事業一覧（各都道府県行政書士会）

行政書士法制定65周年及び埼玉会創立65周年記念
式典の開催

行政書士法制定65周年・埼玉県行政書士会創立65周年を迎え、記念式典等を挙行いたします。
会員の皆様には、御参加下さるよう御案内申し上げます。

日時：平成28年2月22日（月）
11:00開場 12:00開会

場所：新都心ビジネス交流プラザ4F（JR北与野駅前・JRさいたま新都心駅徒歩8分）
式典：埼玉県知事表彰及び感謝状贈呈
基調講演：埼玉県行政書士会 顧問弁護士 坂本廣身 先生

「特定行政書士誕生 新時代の行政書士像を語る」

本会では2月22日（月）の行政書士記念日に併せ、県下８支部で無料相談会を開催いたします。
相続手続・遺言や日常生活における契約等の専門家である行政書士が相談に応じます。是非、御相談ください。

・新築をしたい、車を購入したい、事業を始めたい
・各種許可及び認可申請手続（車庫証明・農地転用・会社設立等）
・相続の手続きをしたい…相続手続・遺言の手続、公正証書作
・書類の作成を依頼したい…嘆願書・陳情書・上申書・始末書・念書・示談書の作成手続、内容証明郵便作成手続
・外国人の方…国際結婚・留学生が卒業後日本で就職したい
・少し老後を考えたい…成年後見等日常生活における諸手続 等々
・生活保護に関する相談
など
（1）佐久支部

日時：2月 27日（土）13:00～16:00
場所：佐久平交流センター TEL：0267－67－7451

（2）上田支部
日時：2月 20日（土）9:00～12:00
場所：上田市中央公民館 2階第一会議室 TEL：0268－22－0760

（3）諏訪支部
日時：2月17日（水）10:00～16:00
場所：諏訪市公民館 201号 TEL：0266 -53 -6219

（4）伊那支部
日時：2月 10 日（水）13:00～16:00
場所：行政書士会伊那支部事務局 ※電話相談同時受付 TEL：0265－73－2208

（5）飯田支部
日時：2月 22 日（月）10:00～15:00
場所：南信州 ・飯田産業センター TEL：0265－52－1613

（6）松本支部
日時：2月 21日（日）10:00 ～15:00
場所：あがたの森文化会館 1階第一会議室 TEL：0263－32－1812
日時：2月 19 日（金）10:00～15:00
場所：塩尻市民交流センター（えんぱーく）202 ･203 ･301号室 TEL：0263－53－3350
日時：2月 21 日（日）10:00～15:00
場所：安曇野市豊科交流センターきぼう 学習室 1 TEL：0263－71－4033
日時：2月 20 日（土）10:00～15:00
場所：大町公民館分館 TEL：0261－22－0352
日時：2月 21 日（日）10:00～15:00
場所：日義公民館 視聴覚室 TEL：0264－26－2711

（7）長野支部
日時：2月 3日（水）13:00～16:00
場所：もんぜんぷら座 TEL：026－219－0020
日時：2月 5日（金）13:00～16:00 ※要予約
場所：かがやきひろば豊野 TEL：026－257－3135
日時：2月 9日（火）9:30～12:00 ※要予約
場所：東長野いこの家 TEL：026－244－6721
日時：2月 19 日（金）13:00～16:00 ※要予約
場所：かがやきひろば柳町 TEL：026－235－0019
日時：2月 25 日（木）13:30～16:00 ※要予約
場所：かがやきひろば湯福 TEL：026－232－8335

（8）北信支部
日時：2月 21日（日）10:00～16:00
場所：山ノ内町文化センター TEL：0269－33－1120

ラジオインタビュー
2月18日（木）15:30～ SBC（信越放送）ラジオインタビュー
ラジオパーソナリティーによる本会会長へのインタビュー
行政書士記念日、無料相談会、行政書士業務等の紹介

新潟県行
政書士会 知的資産セミナー （１）講演会

（２）パネルディスカッション

2月22日中日新聞広告 行政書士制度のアピールと県民の生活向上と社会的繁栄進歩に寄与するため、平成28年2月22日の「行政書士記念日」
に会員有志を募り中日新聞へ全面広告を掲載。

愛知県内公証人と行政書士による遺言・相続無料相談会公証人と行政書士が県内各地で市民向けの無料相談会を開催し、一般市民の法的ニーズを満たす社会的意義のある活動
と、公証役場と行政書士会それぞれの認知度を高める広報活動を行う。

記念講演 愛知会会員を対象に、弁護士であり法律資格、公務員試験の受験指導校「伊藤塾」の塾長を講師に迎え、「これからの行政
書士像と特定行政書士としての展望について」をテーマにした講演。

マイナンバー制度
～中小企業者向けの実務とコンサル研修会～ 企業法務の観点から行政書士実務の対応領域、業務の具体例について学ぶ研修会。

長野県行
政書士会

愛知県行
政書士会

行政書士記念日無料相談会
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出入国管理行政と日本型移民国家構想研修会 元法務省入国管理局長・一般社団法人移民政策研究所所長 坂中英徳氏を講師に迎え「出入国管理行政と日本型移
民国家構想」をテーマにした研修会。

福井支部無料相談会 日時：平成28年2月21日（日）10:00～16:00
会場：エルパ２F エルパホール

武生支部無料相談会 日時：平成28年2月13日（土）13:00～17:00
会場：ハーツさばえ ふれあいルーム

富山県行
政書士会 無料相談会

日時：平成28年2月22日（月）10:00～15:00
富山会場：富山県行政書士会
高岡会場：高岡市中川本町１６番６号 古城ビル２階 高岡支部

大阪府行
政書士会

行政書士による相続・遺言・成年後見・各種許認可無料
相談会

日時：平成28年1月23日（土）12:00～18:00
会場：なんばウォーク クジラパーク
内容：相続・遺言・成年後見・各種許認可

京都新聞府内版に広告掲載 新聞広告にて行政書士業務・無料相談会について、府内7支部での相談会の告知を行う。

無料相談会

ＰＲ紙芝居

和歌山県
行政書士

会
街頭無料相談会

日時：平成28年2月21日（日）13:00～16:00
会場：わかちか広場（ＪＲ和歌山駅前）
概要：当会広報部及びＡＤＲ特別委員会合同により該当無料相談会実施。
なお、行政書士記念日は月曜日にあたるため、相談件数をできる限り多くするために、前日の日曜日に実施。
広報：「県民の友」にて告知広告掲載予定。

行政書士記念日 市民公開講座in姫路獨協大学
～転ばぬ先の行政書士、転んでからも行政書士～

日時：平成28年2月13日（土）13:00～16:30
会場：姫路獨協大学 講義棟 3階  創立 20 周年記念ホール

第１部：行政書士ＡＤＲセンター兵庫による模擬調停「ペットのトラブル解決について」
第２部：桂米二氏による落語「代書」
第３部：あんしん、そなえる楽々人生 行政書士活用術！

講師：行政書士 亘 賢子氏（相続・遺言・成年後見など）

情報セキュリティセミナー

日時：平成28年2月10日（水）13:30～16:20
会場：兵庫県農業共済会館７Ｆ

第１部：「サイバー犯罪の現状」
講師：兵庫県警察本部サイバー犯罪対策課 警部補 山口勝利氏

第２部：「情報セキュリティ10大脅威2015」
講師：独立行政法人 情報処理推進機構（ＩＰＡ）セキュリティセンター普及グループ研究員 江島 将和氏

第３部：「インターネットと著作権入門（知的財産問題の取組）」
講師：上辻 靖夫 本会会員

強みを活かす経営相談会

知的財産権の専門家である弁理士、事業計画書作成や知的資産経営を支援する行政書士が、あなたの「強みや魅力」を
見つけて、それを伸ばして、活用することについてアドバイスさせていただきます。弁理士による発明相談、特許・ブランド戦略アド
バイスも合わせて行います。御相談料金は無料です！

日時：平成28年2月17日（水）13:30～16:30
会場：日本政策金融公庫 神戸支店10Ｆ 相談ブース
対象：中小企業経営者・小規模事業者

行政書士記念日 市民講座
ずっとペットと暮らしたい！～愛するペットとの共生と社会的
問題～

兵庫県行政書士会阪神支部主催で、市民講座を実施し、行政書士が市民の期待に応えることのできる環境作りをする。
日時：平成28年2月22日（月）13:30～16:30
会場：ホテル「ホップイン」アミング２Ｆ
第１部：「ペットの飼い方＆暮らし方」講演・説明

（登録・狂犬病予防注射の案内・お散歩、糞尿の処理、躾から健康管理等について）
第２部：模擬調停（行政書士ADRセンター兵庫）
第３部：パネルディスカッション

テーマ：「高齢者とペット」（ペット信託・ペット遺言など）

行政書士記念日 名刺全面広告の実施
神戸新聞朝刊（兵庫県下通し版）に掲載
平成28年2月6日（土）予定
行政書士記念日の目的を実現すべく、新聞名刺広告の掲載

鳥取県行
政書士会

２.２２行政書士記念日セミナー
「相続と遺言を学んでみましょう」

日時：平成28年2月20日（土）13:00～15:30
会場：鳥取市 さざんか会館 第一会議室
内容：相続についての正しい知識と遺言書の書き方について

兵庫県行
政書士会

福井県行
政書士会

京都府行
政書士会 2月22日、ゼスト御池河原町広場において、無料相談・ＰＲ紙芝居を実施
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相続・終活の広場

日時：平成28年2月21日(日) 13:00～16:30
会場：岡山ふれあいセンター ２階【第２・３・４研修室】
内容：【講座】

第１部 「遺言書を書いてみませんか ?」
第２部 「エンディングノートって何 ?」
第３部 「お墓の現代事情」

【パネル展示及び無料相談会】
Ａ「エンディングノートって？」
Ｂ「書いてみましょう！遺言書」
Ｃ「ボケてしまったらどうしよう…そんな時は、成年後見・任意後見制度 ！！」
Ｄ「お墓の話」
Ｅ「農地・空き家問題、相続に係る土地」

知的資産経営セミナー

日時：平成28年2月9日（火）13:30～16:00
会場：岡山商工会議所
共催：岡山県行政書士会、岡山商工会議所
後援：株式会社トマト銀行
内容：セミナー

「守りと攻めの、知的資産経営」
～ 人を活かし、組織力を高めるために ～
１．「人と組織を守る」
家族関係と事業承継
講師：下村 幸喜 本会会員
２．「知的資産経営の効果」
知的資産経営報告書の実例と成果
講師：瓜生 浩輔 本会会員

広島県行
政書士会

神戸大学大学院 中川丈久先生をお招きし行政書士記
念日講演会を開催

講師：神戸大学大学院 中川丈久先生 
日時：平成28年2月22日（月）13:30～17:00
会場：ＴＫＰガーデンシティー広島（広島クリスタルプラザ内）
第１部：「国民の権利を守る特定行政書士の役割」（仮称）

13:30～14:30（60分程度）
対象者：資格予備校、大学生・一般、県内外の行政書士
第２部：「特定行政書士の実務」（仮称） 

15:00～16:40（100分）
対象者：県内外の行政書士（行政書士に限定

山口県行
政書士会 無料相談会

日時：平成28年2月22日（月）10:00～16:00
場所：ルルサス防府 2階 防府市地域協働支援センター研修室2

※相続、遺言、成年後見制度等さまざまな問題やお悩みの御相談に
行政書士がわかりやすく、丁寧に対応させていただきます。

香川県行
政書士会 行政書士記念日 無料相談会

日程：平成28年2月21日（日）
会場：イオン綾川
内容：行政書士記念日対応事業として、イオン綾川において無料相談会を実施

日時：平成28年2月20日（土）13:00～17:00
会場：テクノプラザ愛媛
主催：愛媛県行政書士会
共催：愛媛県よろず支援拠点
後援：経済産業省四国経済産業局、独立行政法人中小企業基盤整備機構四国本部、愛媛県、松山市、愛媛県商工
会議所連合会、愛媛県商工会連合会、愛媛県中小企業団体中央会、日本政策金融公庫松山支店、国立大学法人愛
媛大学、松山大学、日本行政書士会連合会四国地方協議会（予定）
テーマ：「さあ！ビジネスの夢をかたちに」

～知っておきたい！創業と事業拡大のポイント～
目的：①事業経営者並びに県民へ行政書士制度の周知と普及を図ること

②起業家及び経営者の支援者であることの周知と普及を図ること

第１部：基調講演 「マルブンの創業から現在までの経営ストーリー」
・株式会社マルブン 代表取締役 眞鍋 明様

第２部：講演 「支援機関からみた創業の現状」
・愛媛県よろず支援拠点 岡本 陽様

第３部：パネルディスカッション 「起業時から現在までの事業経営のポイント！」
・モデレーター 行政書士
・パネリスト
 ハイスピードコーポレーション株式会社 代表取締役 堀田 誠様、
 株式会社檜垣 代表取締役 檜垣 ひとみ様、
 日本政策金融公庫松山支店 ご担当者様、行政書士等（予定）

参加対象者：県民、個人事業主、中小企業事業者、中小企業支援機関、金融機関、行政書士等
参加人数：150名（事前申込制）
費用：無料
問合わせ：愛媛県行政書士会 TEL：089-946-1444

（福岡・長崎・佐賀・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄）
「ゆうちょ銀行」九州エリア本部の要請を受け、九州・沖縄の「ゆうちょ銀行」直営店で2月22日、8県下一斉に無料相談会を
実施

愛媛県行
政書士会

九州地協「ゆうちょ銀行」で一斉相談会開催

創業支援・事業拡大フォーラムin愛媛

岡山県行
政書士会
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ゆうちょ銀行無料相談会 福岡会では福岡市博多区の「博多店」、福岡市東区の「福岡店」（福岡東局）、北九州市小倉北区の「北九州店」（北
九州中央局）、久留米市の「久留米店」のゆうちょ銀行直営店４箇所で実施

ラジオ放送（KBC）による広報活動

・スポットCM20秒15本
・特別番組の中で行政書士会名がスポンサーとして5回放送
・キャンペーン応援スポット10本 
・チラシをイベント会場にて配布
・ひまわり号リポート

行政書士業務別のチラシ作成及びチラシ配布 各関係機関の行政書士の認知率を向上するため行政書士業務（特に許認可）の個別のチラシを作成し配布

パンフレット及びコスモスの種の配布 コスモスの種子・業務案内小冊子の配布
夢タウン佐賀正面玄関口・佐賀中央郵便局付近において実施

ゆうちょ銀行無料相談会 佐賀中央郵便局内において実施

ゆうちょ銀行無料相談会 ゆうちょ銀行長崎支店、佐世保支店において、相続遺言、成年後見等に関する無料相談会を実施
時間：10:00～16:00

各支部の事業

（１）長崎支部（2月20日）くらしと事業の無料相談会
（２）佐世保支部（2月21日）無料相談会
（３）島原支部（2月22日） 無料相談会
（４）大村支部（2月22日） 戸籍の基本勉強会

熊本県行
政書士会 ゆうちょ銀行無料相談会 熊本県下のゆうちょ銀行２行において、行政書士が対面で無料相談会を実施

宮崎県行
政書士会 ゆうちょ銀行無料相談会

ゆうちょ銀行宮崎支店において無料相談会を実施
（1）講師派遣
（2）相談員派遣

鹿児島県
行政書士

会
暮らしと生活の困り事（無料相談会）

日時：平成28年2月21日（日）10:00～16:00（予定）
会場：鹿児島市内 山形屋1号館7階 社交室
内容：相続、遺言、成年後見、離婚、契約書、会社、NPO法人等の設立、各種営業許可、外国人ビザ、農地、土地活
用、中小企業支援、資金調達など暮らしや事業のお困り事について、相談に応じる。

マスコミPR訪問 平成28年2月2日(火) 琉球新報社、沖縄建設新聞、沖縄タイムス社、NHK

（1）中部支部
日時：平成28年2月9日（火）10：00～16：00
場所：沖縄市役所 １階ロビー

（2）北部支部
日時：平成28年2月12日（金）10:00～16:00
場所：名護市役所守衛室

（3）中頭支部
日時：平成28年2月16日（火） 10:00~16:00
場所：読谷村役場

（4）浦添支部
日時：平成28年2月20日（土） 10:00～16:00
場所：沖縄県行政書士会館

（5）宮古支部
日時：平成28年2月21日（日）10：00～15：00
場所：ゆいみなぁ働く女性の家

（6）那覇支部
日時：平成28年2月22日（月）9：00～16：00
場所：那覇市役所本庁１階ロビー

（7）南部支部
日時：平成28年2月22日（月）9：00～16：30
場所：豊見城市役所１階ロビー

（8）八重山支部
日時：平成28年2月27日（土）10：00～15：00
場所：大濱信泉記念館 多目的ホール

講演会（行政不服審査法改正について）

日時：平成28年2月26日（金）14:00～16:00（13:30～受付開始）
場所：浦添市社会福祉センター3階大研修室
演題：「改正行政不服審査法について」
講師：沖縄大学学長 仲地 博氏

ゆうちょ銀行無料相談会

 九州地方協議会とゆうちょ銀行九州エリア本部及び沖縄エリア本部と連携し、九州沖縄の各ゆうちょ銀行店内で、2月22日
の行政書士記念日に行政書士による相続遺言相談会が計画されています。
沖縄会でも、パレット久茂地内、ゆうちょ銀行那覇支店会議室において、相続、遺言作成、資産活用セミナーと相談会を開

催する予定です。
九州・沖縄一斉に開催する事で、行政書士の知名度アップ、郵便局への波及効果等これからに期待できる事業です。

日時：平成28年2月22日（月）10:00～12:30
場所：ゆうちょ銀行那覇支店 9階会議室
（パレット久茂地9階シネマパレット横）

長崎県行
政書士会

佐賀県行
政書士会

沖縄県行
政書士会

各支部対応による県民無料相談会

福岡県行
政書士会


