平成28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）

事業

行政書士会名
テレビ・ラジオＣM

内容
テレビCM・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をする。

新聞への広告掲載

支部の無料相談会

各支部において、平成29年2月22日の実施を原則としつつ、各支部の事情に応じて無料相談会等を実施
（1） 札幌支部 地下鉄広告
概要:2月上旬～中旬に札幌市営地下鉄及び路面電車の車内に広告を掲示
（2） 函館支部 PR活動 行政書士カフェ
日程:2月25日（土）
会場:函館市総合福祉センター“あいよる21”
（3） 小樽支部 無料相談会
日時:2月21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
日時:2月22日（水）10:00～15:00
会場:岩見沢市民会館を予定
（5） 旭川支部 くらしの無料相談会
日時:2月22日（水）18:00～21:00
会場:旭川市神楽公民館
（6） 網走支部 無料相談会
日程:2月19日（日）、22日（水）
会場:雄武町役場、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
広報:道新、地元新聞に掲載
（7） 室蘭支部 無料相談会
日程:2月中
会場:室蘭市、登別市、伊達市、洞爺湖町の会場を予定
（8） 苫小牧支部 無料相談会
日程:2月23日（木）
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日から22日当日までに3回広報。町の広報誌により広報
（10）十勝支部 無料相談会
日時:2月22日（水）10:00～15:00
会場:とかちプラザ1階大集会室
広報:前日までに十勝毎日新聞に広告掲載、広報誌「おびひろ」に告知
（11）釧路支部 無料相談会
日程:2月22日（水）
会場:釧路市役所防災庁舎
（12）根室支部 新聞広告
概要:釧路新聞にて2月22日に広報

「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

北海道行政
書士会

岩手県行政
ＩＢＣ岩手放送での90秒スポットPR
書士会
2月22日に「電話無料相談会」を開催

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クリアフォルダー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
相続や遺言などに重点を置いた「電話無料相談会」

福島県行政
女性行政書士による女性のための無料相談会
書士会

相談者、相談員ともに女性限定の無料相談会を開催
日時:平成29年2月19日（日）11:00～16:00
場所: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
相談内容:離婚・セクハラ・ストーカー・DV、遺言・相続に関すること、消費者契約に関すること、会社経営に関すること、
成年後見に関すること、風俗営業に関すること

宮城県行政
『東北弁』落語とやさしい『終活』セミナー
書士会

日時:平成29年2月25日（土）13:30～16:30
会場:仙台市戦災復興記念館「地下展示ホール」
※入場無料

山形県行政
無料相談会
書士会

日時:平成29年2月22日（水）10:00～15:00
会場:山形県行政書士会館

神奈川県行
「行政書士記念日」市民公開講座
政書士会

日時:平成29年2月22日（水）14:00～16:00
会場:情文ホール
演題:ごきげんで生きる48の方法
内容:大谷由里子様（元吉本興業プロデューサー）による記念講演。元吉本興業・伝説のマネージャーに熱く語っていただき
ます。大谷さんの『笑い』を用いたユニークな『人材育成法』は、NHKスペシャルや日本経済新聞など、数々のメディアで取り上げ
られ話題となっています。
※一般県民の方、神奈川会以外の行政書士の方も参加可能
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茨城県行政
平成29年新春交流会
書士会

新春交流会

日時:平成29年2月22日（水）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」
TEL:029-226-3111
第1部:新春講演会 午後2時22分～
第2部:新春交流会 午後3時45分頃～

日時:平成29年2月10日（金）16:00～
場所:ホテル東日本宇都宮

○栃木市
日時:平成29年2月18日（土）講演14:00～
会場:栃木公民館
○那須塩原市
日時:平成29年2月18日（土）講演14:00～
会場:厚崎公民館 大研修室
栃木県行政
○高根沢町
書士会
市民公開講座『相続・遺言・終活について』と無料相談会 日時:平成29年2月19日（日）講演13:30～
会場:元気あっぷむら 多目的ホール
○佐野市
日時:平成29年2月25日（土）講演13:00～
会場:イオンモール佐野新都市 イオンホール
○宇都宮市
日時:平成29年2月25日（土）講演13:30～
会場:総合コミュニティーセンター 大集会室

無料相談会15:15～

無料相談会15:30～

無料相談会15:00～

無料相談会14:30～

無料相談会16:00～

日時:平成29年2月22日（水）14:00～18:00
会場:埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ
後援:関東財務局、関東経済産業局、埼玉県、埼玉県商工会連合会、埼玉県商工会議所連合会、
埼玉県産業振興公社、日本政策金融公庫、埼玉県中小企業診断協会
定員:100名
対象者:中小小規模事業者、行政書士、その他（金融機関、国、県）
内容:2月22日は行政書士の日にあたり、特に事業者むけに行政書士をアピールする機会とする。
今回は埼玉県との２部構成とする。

埼玉県行政
行政書士の日記念事業「中小企業成長戦略セミナー」
書士会

14:00 開会
14:15 第1部:埼玉県行政書士会による基調講演
「中小企業の資産（知的資産）をどう見出し、どう活かすか（事業性評価）（仮）」
講演:カワラリゾート(株) 代表取締役 新田 悟詩 氏
（公益法人埼玉県産業振興公社生活サポート産業支援コーディネーター）
15:15 休憩
15:30 第2部:埼玉県によるICT活用事例ミニセミナー
「情報通信技術は会社の資産（知的資産）（仮）」
講演:株式会社リックテレコム
中小企業のIT経営マガジンCOMPASS編集長 石原 由美子 氏
16:40 埼玉県行政書士会による中小企業支援事例発表
発表:行政書士 村田 裕子
16:50 第3部:交流会
定員:50名（セミナー参加者、講師、国・県・金融機関）
17:40 閉会

リーフレットやティッシュを配布するなどの周知活動

前橋市にあるショッピングモール（けやきウォーク）にて、本会が作成した行政書士業務に関するリーフレットやユキマサくんティッ
シュを配布し、一般の方々に対する周知活動を実施

新聞広告掲載

読売新聞（企画広告面）、上毛新聞（1面）の各紙に行政書士記念日についての広告を掲載予定

群馬県行政
書士会

2月22日（水）の行政書士記念日に併せ、県下8部で無料相談会を開催。 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対応。
相談内容:
・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、公正証書作成
・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
・生活保護に関する相談
○上田支部
日時:平成29年2月18日（土）9:00～12:00
会場:上田市中央公民館 2階第1会議室
TEL:0268-22-0760

平成28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）

○諏訪支部
日時:平成29年2月18 日（土）10:00～16:00
会場:諏訪市公民館202号室
TEL:0266-53-6219
長野県行政 行政書士記念日無料相談会
書士会
※詳細につきましては、各支部にお問合せください。

○伊那支部
日時:平成29年2月8日（水）13:00～16:00
会場:伊那支部事務所
TEL:0265-73-2208
○飯田支部
日時:平成29年2月19日（日）10:00～15:00
会場:南信州・飯田産業センター
TEL:0265-52-1613
○長野支部
日時:平成29年2月1日（水）13:00～16:00
会場:もんぜんぷら座
TEL:026-219-0020
日時:平成29年2月14日（火）9:30～12:00
会場:東長野いこいの家
TEL:026-244-6721
日時:平成29年2月17日（金）13:00～16:00
会場:かがやきひろば柳町
TEL:026-235-0019

県内の各ラジオ局へスポット広告
山梨県行政 新聞への広告掲載
書士会
会独自に制作した広報動画を会員が活用し、一斉に発
信する活動
新潟県行政
新潟日報紙面広告
書士会
2月22日中日新聞広告
愛知県行政
書士会

県内のラジオ局（FM、有線を含む）7社での広報。
毎日新聞へ「今日は行政書士記念日」の広告を掲載。

広報動画を各会員がタブレットやパソコンを活用し、業務と並行して発信する一斉活動を行う。

地元新聞（新潟日報）に、行政書士業務及び掲載希望会員の名刺広告を掲載。
行政書士制度のPR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29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

公証人と行政書士が市民向けの無料相談会を開催し、一般市民の法的ニ-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実施
愛知県内公証人と行政書士による遺言・相続無料相談会
日時:平成29年2月25日（土）13:30～16:30
会場:ウインクあいち 13階

岐阜県行政
中日新聞に名刺広告を掲載
書士会
無料相談会などイベントの実施
三重県行政 新聞への一面広告掲載
書士会
平成29年「行政書士の業務」説明会の開催

日程:平成29年2月22日
内容:行政書士記念日に中日新聞岐阜県版（発行部数約38万部）に希望者を募り、名刺広告を掲載
支部による無料相談会やグッズの配布等を各地域で実施
フルカラー刷りの記事広告を中日新聞に一面掲載し、広告の下半分は掲載希望者の個人氏名の広告掲載
新規入会の申込みが増えるきっかけとなった、「行政書士有資格者」及び「行政書士を目指す方」を対象とした行政書士業務
説明会を開催

福井県行政
行政書士による無料相談会
書士会

相談員募集の際の会員に対する啓発活動、相談員になった会員の自己研鑽、及び新聞や自治体広報誌で一般市民に向
けた行政書士活動のPR
○福井支部
日時:平成29年2月22日（水）10:00～16:00
会場:福井市役所市民ホール
○武生支部
日時:平成29年2月26日（日）13:00～17:00
会場:鯖江市嚮陽会館中会議室

富山県行政
無料相談会
書士会

日時:平成29年2月22日（水）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
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滋賀県行政
行政書士記念日特別講演会
書士会

京都府行政
書士会

日時:平成29年2月25日（土）13:00～17:00
会場:滋賀県防災危機管理センター
共催:滋賀県防災危機管理局
内容:13:00～13:30 滋賀県防災危機管理センター視察
13:40～17:00（予定） 講演・質疑応答
○講師:滋賀県防災危機管理局 地震・防災室参事 係長 渡辺 正人氏
演題:滋賀県の防災時における行政書士業務等について
○講師:滋賀県警察本部 刑事部組織犯罪対策課 滋賀県警部 池田 宏氏
演題:滋賀県の暴力団排除活動について
○講師:滋賀県総務課 担当者 法制訴務係 課長補佐 小川 一記氏
演題:行政書士の倫理について
○講師:滋賀会会長 盛武 隆
演題:行政書士制度を考える（これからの行政書士の生き方）
※参加費無料

市民向けセミナーと無料相談会

日程:平成29年2月22日（水）
会場:京都市消費生活総合センター
内容:終活セミナーと題し、市民向けセミナーと無料相談会を開催（京都市と共催）

無料相談会

日程平成29年:2月22日（水）
会場:ゼスト御池河原町広場

新聞広告

上記開催告知を含め、行政書士制度PRのための新聞広告を実施

和歌山県行
街頭無料相談会
政書士会

日時:平成29年2月12日（日）13:00～16:00
場所:オークワ和歌山中之島店 1階

地域FM『声の年賀状』での「市民公開講座」紹介

日程:平成29年1月1日～3日（各局3回／1日）
主催:阪神支部
内容:
・FMあまがさ（82.0MHz）
・さくらFM（西宮）（78.7MHz）
・エフエム宝塚（83.5MHz）
・ハッピーエフエムいたみ（79.4MHz）

神戸新聞全面広告

日程:平成29年2月7日（火）
主催:本会企画部
内容:
・神戸支部市民講座の案内
・本会市民公開講座及び古民家再生公開セミナーの案内
・阪神支部市民公開講座等の案内
・2月9日（木）『ラジオ関西1DAYスペシャル／1日まるごと行政書士記念日特集』紹介
・特定行政書士制度紹介
・専門部会紹介
・各支部概要ならびに無料相談会の紹介
・行政書士ADRセンターの紹介
・会員協賛広告

ラジオ関西（558KHz）でラジオ広報

日程:平成29年2月9日（木）
主催:本会企画部
内容:『ラジオ関西1DAYスペシャル1日まるごと行政書士記念日特集』
・3番組にて出演等広報
・行政書士インフォメーション
・20秒スポットCM 10本

市民講座・無料相談会

日時:平成29年2月11日（土）13:30～16:30
会場:神戸市産業振興センター9階
主催:神戸支部
定員:108名
第1部:講演会
ディズニー式「仕事が楽しくなる感動のエピソード」
講師:有限会社加賀屋感動ストアーマネージメント代表取締役 加賀屋克美氏
第2部:市民相談会

行政書士記念日企画
実感！！古民家再生公開セミナー

日時:平成29年2月15日（水）13:30～16:00
会場:神河町 オムライス専門店ビコ-ズ（ＢＥCＡＵＳＥ）
定員:30名
主催:本会企画部・姫路支部
内容:
・行政施策活用のススメ 古民家再生物件移転オープン店主体験談
・兵庫県の古民家再生の取組紹介
・神河町役場 移住政策、古民家再生の取組紹介
・古民家を活用したオフィス運営について
・地域創生行政書士の関わりについて

兵庫県行政
書士会

書士会

平成28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）

市民公開講座【要約筆記有り】
本格落語で地域創生、知れば知るほど行政書士

日時:平成29年2月18日（土）13:30～16:30
会場:洲本市市民交流センター
定員:150名
主催:本会企画部・淡路支部
第1部:模擬調停「ペットのトラブル解決模様」（行政書士ADRセンター兵庫）
第2部:寸劇「教えて！成年後見」（コスモスひょうご）
第3部:落語講演「“笑い”で考える地域創生」（落語家 笑福亭松枝師匠）

サンケイリビング広報掲載
阪神支部主催市民公開講座の案内

主催:阪神支部
内容:サンケイリビング阪神中央版（西宮市、芦屋市、宝塚市の一部）の1月28日号（1月26日・27日配布）と2月11
日号（2月9日・10日配布）に掲載。

日時:平成29年2月22日（水）13:30～16:30
会場:西宮市プレラホール
主催:阪神支部
市民公開講座【要約筆記有り】
定員:200名
「男女共同参画？」（西宮市ゆるキャラ みやたん登場） 第1部:兵庫県の取組紹介
講師:兵庫県企画県民部男女家庭課男女共同参画班長 鷺森正人氏
第2部:「セクシュアルハラスメントについて」
講師:県立男女共同参画センター（イーブン）情報アドバイザー 柏原吉野氏
第3部:映画上映:「わたしは マララ」（2014年ノ-ベル平和賞を受賞した17才の少女のドキュメンタリー映画）

ラジオ関西（558KHz）でラジオ広報

市民向けセミナー「相続と遺言を学んでみましょう」
鳥取県行政 及び無料相談会
書士会
行政書士無料相談会
無料相談会
島根県行政
街頭でのPR活動
書士会
テレビ・ラジオ・新聞・広報誌によるPR

日程:平成29年2月22日（水）
主催:本会広報部
内容:20秒CM 10本
日時:3月18日（土）13:30～15:00
場所:米子市立図書館 多目的研修室
県内7箇所で開催する。日時場所については本会HPに掲載する。
支部主催の無料相談会を実施
PR用ポケットティッシュやチラシを配布
ケーブルテレビ・FMラジオ・地方新聞・市町広報誌によるPR

広島県行政
「市民公開講演会～落語で終活」
書士会

日程:平成29年2月19日（日）
場所:広島市南区文化センター
内容:
14:00～17:00行政書士による無料相談会
14:00～14:40市民公開講演会「落語で終活」
講師:行政書士 生島清身氏（天神亭きよ美）
15:00～16:00行政書士向け講演会

香川県行政
行政書士記念日 無料相談会
書士会

日時:平成29年2月19日（日）9:00～17:00
会場:イオン綾川
内容:以下に関する相談。
①農地の売買・賃貸、農地の転用許可
②自家用車の登録や名義変更、車庫証明
③会社設立、建設業の許可
④相続、遺言、遺産分割
⑤その他

福岡県行政
ゆうちょ銀行相談会
書士会

ゆうちょ銀行直営店4か所で無料相談会を実施。
新聞による広報活動として、西日本新聞に2回、毎日新聞に2回掲載。
○日時:2月22日（水）、23日（木）10:00～15:00
会場:博多店
○日時:2月22日（水）10:00～15:00
会場: 北九州店、福岡東店、久留米店

ゆうちょ銀行提携無料相談会

日時:平成29年2月22日（水）10:00～15:00
会場:ゆうちょ銀行佐賀店会議室
内容:相続の手続及び遺言の作成・手続に関する無料相談会を実施

パンフレット及びコスモスの種の配布

日時:平成29年2月22日（水）14:00～15:00
会場:ゆめタウン佐賀

佐賀県行政
書士会

長崎県行政
ゆうちょ銀行との相談会
書士会

個人ユーザーとの無料相談

熊本県行政
行政書士記念日ゆうちょ銀行無料相談会
書士会

日程:平成29年2月22日（水）
会場:ゆうちょ銀行熊本支店及び八代店
内容:行政書士2名以上による無料相談会

平成28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）

大分県行政
郵便局・ゆうちょ銀行との連携による無料相談会
書士会

日程:平成29年2月22日
内容:九地協として取り組む、ゆうちょ銀行主催の無料相談会。相続や遺言の手続等、郵便局・ゆうちょ銀行の業務と関係の
ある分野に関して無料相談会を実施。

鹿児島県行
ゆうちょ銀行無料相談会
政書士会

日時:平成29年2月22日～24日（予定）
10:00～15:00（予定）
会場:鹿児島市東郵便局

県民無料相談会

日程:平成29年2月10日（金）
会場:県庁ロビー

遠田日行連会長による行政書士記念日講演会

日程:平成29年2月24日（金）
内容:毎年行政書士記念日事業として、講演会や無料相談会を開催。今回は、遠田日行連会長が「行政書士制度変遷
並びに将来像について」（仮題）というテーマで講演予定。

沖縄県行政
書士会

