
平成29年度　各都道府県行政書士会　行政書士記念日事業一覧

行政書士会名 事業 内容

テレビ・ラジオCM テレビCM・ラジオCMにより、行政書士記念日、行政書士業務、特定行政書士制度を紹介。

新聞等への広告掲載 各支部において、2月22日前後1週間で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。

広報グッズの作成

(1) 札幌支部

○新聞又は自治体広報誌等への広告

概要:広報えにわ2月号、えにわコミュニティバスへの中吊広告。(1月下旬から2月下旬)

○札幌市奨学基金に寄付

概要:寄付に対する感謝状授与式への出席。札幌市広報に授与式の写真が記載される。

○恵庭市でのセミナー開催

日時:2月24日14:00～16:30

場所:恵庭市市民会館

内容:終活と行政書士業務について

(2) 函館支部

○街頭啓発

日程:2月22日(木)

場所:五稜郭交差点地下横断歩道

内容:五稜郭交差点地下横断歩道の利用者ヘティッシュを配付。

○ふれあいカフェ

日程:2月24日(土)

場所:函館市総合福祉センター(あいよる21)

内容:無料相談会

(3)小樽支部

○無料相談会

日程:2月24日(土)

場所:ウイングベイ小樽5番街3階　ユーティリティスペース

○PRグッズの作成

内容:小樽支部会員への啓発及びPR活動として名入りボールペンを作成し、無料相談会の相談者及び小樽支部会員に配

布。

(4)空知支部

○無料相談会

日時:2月22日(木)10:00～15:00

場所:岩見沢市市民会館

(5) 旭川支部

○無料相談会

日時:2月24日(土)  13:00～16:00

場所:旭川市市民活動交流センター COCODE(ココデ)

内容:北海道成年後見支援センター旭川管轄との共催による成年後見をテーマとした無料相談会。

(6) 網走支部

○無料相談会

日時:2月22日(木)10:00～16:00

場所:北見メッセ

(7)室蘭支部

○無料相談会

・室蘭市

日時:2月17日(土)9:30～12:00

場所:中小企業センター

・登別市

日時:2月24日(土)9:30～12:00

場所:鉄南ふれあいセンター

・伊達市

日時:2月24日(土)9:30～12:00

場所:市民活動センター

・洞爺湖町

日時:2月17日(土)9:30～12:00

場所:あぶた母と子の館

○クリアファイルの作成

(8) 苫小牧支部

○無料相談会

日程:2月22日(木)13:30～18:00

場所:苫小牧市民活動センター

※要予約(℡0144-36-5633　苫小牧支部　山﨑行政書士事務所)

(9) 日高支部

○新聞広告等

内容:日高報知新聞に2月15日～22日までの間に3回広告。町の広報誌により広報する。

(10)十勝支部

○無料相談会

日時:2月22日(木)10:00～15:00

場所:とかちプラザ1F大集会室

○新聞・会報誌での広報

上記無料相談会の前日までに十勝毎日新聞に広告を掲載し、広報誌「おびひろ」にて告知する。

(11) 釧路支部

○無料相談会

日程:2月22日(木)

場所:釧路市役所防災庁舎

(12) 根室支部

○新聞広告等

内容:2月22日北海道新聞又は釧路新聞に広告及び記事等を掲載。管内市町村広報誌での広報。

無料相談会、セミナー等の催事

北海道行政

書士会
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電話無料相談会 2月22日に相続や遺言などに重点を置いた「電話無料相談会」を実施。

広報紙の作成及び配布 行政書士の業務について、一般の方に広く周知できるよう「広報紙」を作成し、公民館等において無償配布する。

青森県行政

書士会
テレビで「行政書士の日」をコマーシャル

日程:2月21日、2月22日(時間帯は未定)

内容:県内のテレビ局(RAB、ATV、ABA)で青森会による「行政書士の日」のCM。

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:2月18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　等

宮城県行政

書士会
「東北弁」落語と寸劇で知る行政書士のしごと

日時:2月18日(日)13:30～16:30(開場13:00)

場所:仙台市シルバーセンター　6F　第2研修室

内容:・東北弁落語「締め込み」「かすがい」

　　　　 ・成年後見制度の寸劇「秋桜(こすもす)家の終活事情」(コスモスみやぎ)

 　　　　・困りごと無料相談会

※入場無料

山形県行政

書士会
無料相談会

日時:2月22日(木)10:00～15:00

場所:山形県行政書士会館

神奈川県行

政書士会

街頭無料講談会～みなとみらいユキマサ亭～

「希望の目撃者、行政書士」

日時:2月22日(木)14時開演

場所:県民共済みらいホール

内容:行政書士業務についての創作講談を披露頂きます！

       講談師:田辺　凌鶴(たなべ　りょうかく)他

後援:神奈川県・横浜市　市民局

　　　　 FMヨコハマ・TVK(テレビ神奈川)・ラジオ日本

茨城県行政

書士会
平成30年新春交流会

日時:2月22日(木)午後2時22分～午後5時(受付開始　午後1時30分)

場所:水戸京成ホテル 2階 「瑠璃の間」

内容:第1部【新春講演会】　午後2時22分～

　　　　 演題:「防災隣組・近助の精神について」　-最近の大規模災害に学ぶ、これからの防災・危機管理-

　　　　 講師:山村　武彦

　　　　 第2部【新春交流会】　午後3時30分頃～

自分の人生の最終章のより良い準備のために！相続・遺言・終活に役立つ知識や身近な問題について、行政書士がやさしく

丁寧に解説します。

○小山市

日時:2月10日(土)13:00～

場所:小山市城南市民交流センターゆめまち2階会議室

内容:成年後見

○佐野市

日時:2月17日(土)13:30～

場所:佐野市役所1階　市民活動スペース

内容:終活のおはなし＆空き家対策のおはなし

○宇都宮市

日時:2月17日(土)13:30～

場所:総合コミュニティセンター　大集会室

内容:ラストステージは自分が主役

○高根沢町

日時:2月18日(日)13:30～

場所:元気あっぷむら　多目的ホール

内容:自分で遺言書を作成してみよう

○那須塩原市

日時:2月24日(土)14:00～

場所:いきいきふれあいセンター 大会議室

内容:将来の安心のために今できること

○足利市

日時:2月24日(土)13:30～

場所:足利市民プラザ

内容:1相続・遺言　2成年後見ころばぬ先の杖

市民公開講座「相続・遺言・終活について」と無料相談

会

岩手県行政

書士会

栃木県行政

書士会
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新潟県行政

書士会
知的資産経営セミナー

日時:2月22日(木)15:00～17:00

場所:アートホテル新潟駅前　４階　越後の間西

演題:建設業経営者のための経営改善策

内容:建設業の経営改善の専門家である中西宏一氏を講師にお迎えし、建設業の経営改善に特化した「知的資産セミ

ナー」を実施。

　　　 講師:中西　宏一　氏

中日新聞広告
行政書士制度のPR及び県民の生活向上に寄与するため、平成30年2月22日の「行政書士記念日」に会員有志を募り、

中日新聞へ見開き広告を掲載。

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。

日時:2月25日(日)13:30～16:30

場所:中日ビル5階　中日パレス

無料相談会 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。

新聞への一面広告の掲載 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を掲載。

平成30年「行政書士の業務」説明会
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

書士会
行政書士による無料相談会

日時:2月22日(木)10:00~16:00

場所:福井市役所市民ホール

北國新聞広告(2月1日)

YDN広告(ヤフーのバナー広告) 2月中、YDN広告(ヤフーのバナー広告)に行政書士記念日を掲載。(クリックすると当会ホームページに移動)

石川会のホームページ 石川会ホームページ内に行政書士記念日について掲載。

愛知県行政

書士会

長野県行政

書士会

2月22日(木)の行政書士記念日に合わせ、県下8支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応じる。

※詳細については各支部にお問い合わせください。

相談内容:

・家を新築したい、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

・国際結婚、留学生が卒業後日本で就職したい…在留資格認定証明書交付申請

・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

○佐久支部

日時:2月23日(金)13:00～16:00

場所:小諸プラザ(小諸市民交流センター)

○上田支部

日時:2月17日(土)9:00～12:00

場所:上田市中央公民館　第1会議室

○諏訪支部

日時:2月17日(土)10:00～16:00

場所:下諏訪総合文化センター

○伊那支部

日時:2月14日(水)13:00～16:00

場所:長野県行政書士会伊那支部事務所

○飯田支部

日時:2月18日(日)10:00～15:00

場所:南信州・飯田産業センター

○松本支部

・安曇野市

日時:2月15日(木)10:00～15:00

場所:安曇野市役所　211･212･213･214号室

・松本市

日時:2月17日(土)10:00～15:00

場所:松本市駅前会館　4階　大会議室

・大町市

日時:2月18日(日)10:00～15:00

場所:大町市総合福祉センター第1、第2会議室

・木曽町

日時:2月18日(日)10:00～15:00

場所:木曽町文化交流センター　3階

・塩尻市

日時:2月23日(金)10:00～15:00

場所:塩尻市民交流センター(えんぱーく)303･304･305号室

○長野支部

日時:2月26日(月)13:00～16:00

場所:須坂商工会議所

○北信支部

日時:2月18日(日)12:00～16:00

場所:山ノ内町文化センター

石川県行政

書士会

三重県行政

書士会

行政書士記念日無料相談会
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無料相談会(国際部・渉外広報部合同)
日程:2月22日(木)

場所:高岡市、 富山市(ショッピングセンターアピア2Fハッピー広場)

新聞広告
無料相談会の前日に、富山新聞及び北日本新聞朝刊に広告を掲載。また、事前に新聞社等を訪問し、記事を掲載しても

らう働きかけも行う。

大阪府行政

書士会
ゆうちょ銀行における相続・遺言無料相談会

大阪府下のゆうちょ銀行12店舗にて無料相談会を実施。

1、2店舗においてユキマサくんも行政書士PR活動を行う。

無料相談会

京都市と共催の無料相談会を開催。

日程:2月22日

場所:ゼスト御池河原町広場

新聞広告 上記開催告知等の新聞広告を実施。

奈良県行政

書士会

個人事業主のためのブランディングセミナー

　　「ジブンの売リカタ　見セカタ　伝エカタ」

　　　～自分が依頼したくなる魅力的なプロフェッショナルに

なるために～

特別ワークショップ「ジブンのキャッチコピーを作ろう」

日時:2月16日(金)15:00～17:30

内容:一般公開　参加無料　定員80名

        講義:1時間、ワークショップ:1時間30分

場所:奈良商工会議所　中ホール　4階

講師:甲斐　健

　　　 コピーライター／ＣＭプランナー／クリエイティブディレクター/交野おりひめ大学総合プロデューサー

　　　　商品企画やネーミングを数多く手がけ、カルビー「じゃがりこ」、キリン「サプリ」等のヒット商品を生み出す。

        (主な受賞歴：ＡＣＣ賞・広告電通賞・日経広告賞・日本産業広告賞etc)

こんな方にお勧め

　・起業または開業して間もない方

　・ブランディングってなに？という方

　・経営支援をしている方

地域FM『声の年賀状』での「市民公開講座」紹介

日程:1月1日～3日(各局3回／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)

ラジオ関西　ラジオ10秒CM
日程:1月15日(月)～2月25日(日)

主催:本会企画部

神戸新聞全面広告

日程:2月上旬

主催:本会企画部

内容:・イベント案内(明石支部市民講座、本会市民公開講座、阪神支部市民公開講座、事業承継等セミナー)

　　　　 ・特定行政書士制度紹介

　　　　 ・専門部会紹介

　　　　 ・各支部概要並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

日程:2月13日

主催:本会企画部

内容:平日夕方のニュースワイド「時間です！林編集長」に村山会長が生放送で出演。

事業承継・事業引継ぎをテーマとしたセミナー

日程:2月14日

場所:神戸産業振興センター

主催:本会企画部

対象:中小企業・小規模事業者

行政書士記念日市民講座(要約筆記有り)

「備えあれば憂いなし」

～出来ていますか、いざという時に～

日時:2月17日(土)14:00～16:30

場所:複合型交流拠点ウィズあかし「子午線ホール」

主催:明石支部

内容:第1部　【寸劇】

        「きいてみよう！成年後見制度」

　　  　講師:コスモスひょうご会員

　　　 第2部　【講演】

      　「自然災害が多い時代でどう暮らすか」

 　　 　講師:気象予報士・防災士　蓬莱大介　氏

ゆうちょ銀行における相続・遺言無料相談会

日程:2月22日(木)

場所:ゆうちょ銀行　神戸店・明石店・西宮店・伊丹店・尼崎店

主催:本会企画部（連携:神戸支部、阪神支部、明石支部）

行政書士記念日市民講座(要約筆記有り)

「知って嬉しい地域創生！！　知って安心行政書士！」

日時:2月24日(土)13:00～16:30

場所:龍野経済交流センター2F会議所ホール(龍野商工会議所内)

主催:本会企画部（連携:西播磨支部）

内容:第1部【調停劇】

　　 　自転車事故トラブル解決模様～受付から解決まで～

　　　 講師:行政書士ADRセンター兵庫

　　　 第2部【講演】

　　　 相続！手続き事情異変あり！！

 　　  講師:本田　圭  会員

　　　 第3部【講演】

　　　 西はりま　暮らしと地域創生

 　　　講師:谷　五郎　氏(ラジオパーソナリティー)

京都府行政

書士会

兵庫県行政

書士会

富山県行政

書士会
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サンケイリビング広報への掲載
主催:阪神支部

内容:阪神支部主催市民公開講座の案内。

行政書士記念日市民講座(要約筆記有り)

「みんなで取り組む子育て支援」

日時:2月25日(日)13:30～16:30

場所:尼崎市女性センタートレピエ

主催:阪神支部

内容:第1部【兵庫県の取組紹介】

　　　　        「ひょうごこども子育て未来プラン」

　　　　第2部【映画上映】

                  「夜間もやってる保育園」

　　　  第3部

               　｢行政書士って何する人？？｣

鳥取県行政

書士会

セミナー開催

「わかりやすい相続と遺言書の書き方～争族とならないた

めに」

日時:2月24日(土)13:30～15:00

場所:倉吉福祉センター

講師:本会会員

無料相談会 支部主催の無料相談会を実施。

街頭でのPR活動 PR用ポケットティッシュやチラシを配布。

広告媒体によるPR テレビ・ラジオ・新聞等によるPR及び県・市・町の広報誌や市役所使用封筒によるPRを行う。

岡山県行政

書士会

平成29年度経営安定セミナー

「行政書士活用セミナー(知的資産経営セミナー)」

日時:2月14日(水)13:30～16:30

場所:岡山商工会議所　4階405会議室

主催:岡山県行政書士会、岡山商工会議所経営安定特別相談室

後援:トマト銀行

内容:組織力を強化し、事業性を明らかにする知的資産経営の実践。

　　　　 1.企業組織5S活動の推進

　　　　 2.小規模事業者にも適したデータの活用と知的資産経営

        講師:佐藤好英 本会会員、下村幸喜 本会企業法務部部員

広島県行政

書士会
小学校での（法教育）出前出張講座

広島県西部の廿日市立の小学校にて、行政書士による出張講座を開催。

日時:2月26日(月)

場所:大野西小学校

内容:憲法について（6年生対象）

日時:2月27日(火)

場所:阿品台東小学校

内容:ルールについて（5年生対象）

香川県行政

書士会
無料相談会

日時:2月18日(日)

場所:イオンモール綾川

福岡県行政

書士会
行政書士・ゆうちょ銀行合同無料相談会

○ゆうちょ銀行北九州店・博多店・福岡東店

日時:2月22日(木)10:00～15:00　(博多店のみ10:00～16:00)

内容:無料相談会

○ゆうちょ銀行久留米店

・相続、遺言セミナーと相談会

日時:2月22日(木)13:00～16:00

場所:柳川のかんぽの宿

・無料相談会

日時2月23日(金)10:00～15:00

ゆうちょ銀行提携無料相談会

日時：2月22日(木)10:00～15:00

場所: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子の配布
日時:2月22日(木)13:00～14:00

場所:佐賀駅南口・ゆめタウン佐賀・各支部

熊本県行政

書士会
郵政グループ無料相談会

日時:2月22日(木)

場所:株式会社ゆうちょ銀行　熊本支店・八代店

　　　　 熊本中央郵便局

　　　　 熊本上通郵便局

　　　　 熊本小山戸島郵便局

内容:行政書士2名以上による無料相談会を実施。

大分県行政

書士会

大分会・ゆうちょ銀行共催

「行政書士記念日無料セミナー＆相談会」

ゆうちょ銀行大分店、ゆうちょ銀行別府店と共催で「行政書士記念日無料セミナー＆相談会」を開催。

日時:2月22日(木)

　　　　午前の部：10:00～12:00

　　　　　　　　　　　相続・遺言無料セミナー

　　　　午後の部:12:00～15:00

　　　　　　　　　　　無料相談会（相続、遺言、成年後見等）

場所:ホルトホール大分　202会議室

　　　 別府郵便局

兵庫県行政

書士会

佐賀県行政

書士会

島根県行政

書士会
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宮崎県行政

書士会
無料相談会

日時:2月22日(木)　10:00～16:00(受付は15:00まで)

場所:ゆうちょ銀行宮崎店（主催：株式会社ゆうちょ銀行　宮崎店）

　　　 木花郵便局（主催：宮崎県行政書士会）

　　　 生目郵便局（主催：宮崎県行政書士会）

　　　 清武郵便局（主催：宮崎県行政書士会）

　　　 住吉郵便局（主催：宮崎県行政書士会）

　　　 広瀬郵便局（主催：宮崎県行政書士会）

内容:遺言・相続・成年後見に関する無料相談会

平成29年度行政書士記念日講演会

沖縄県の基幹産業である観光業と、それと密接に関連する旅館業についての講演会を開催。

日時:2月6日(火)　13:30～16:30(受付は13:00から)

場所:沖縄県立博物館・美術館（博物館）

内容:第1部

        「旅館業法並びに住宅宿泊事業法の概要と許可手続き等について」

　　　　 講師:沖縄県保健医療部衛生薬務課　担当者

　　　 第2部

        「沖縄観光の現状と課題」

　　　　 講師:一般財団法人沖縄公共政策研究所理事長　安里　繁信　氏

無料相談会

日程:2月17日(土)

場所:イオン南風原店、イオン具志川店

内容:相続業務関係

行政書士業務PRと無料相談会

日程:未定

場所:県庁ロビー

内容:相続業務関係

ゆうちょ銀行主催事業(相談会)へ

相談員とセミナー講師を派遣

沖縄県行政

書士会


