令和2年度 各都道府県⾏政書⼠会 記念⽇事業⼀覧（予定）
⾏政書⼠会名

事業
■無料相談会、セミナー等

内容
(1)札幌支部
①記念⽇セミナー
⽇程︓未定
場所︓札幌市図書・情報館 共催
内容︓検討中
(2)函館支部
①無料相談会
⽇程︓2⽉23⽇（⽕）
場所︓函館市⻲⽥交流プラザ
内容︓対⾯による無料相談
(3)小樽支部
①無料相談会
⽇程︓2⽉15⽇（⽉）10︓00〜15︓00
場所︓小樽市稲穂2丁⽬ ⻑崎屋1階 多⽬的ホール
(4)網走支部
①無料相談会
⽇程︓2⽉22⽇（⽉）
場所︓北⾒・網走・紋別・遠軽、4地区にて実施予定
内容︓対⾯による無料相談
(5)室蘭支部
①無料相談会
⽇程︓2⽉22⽇頃（予定）
場所︓モルエ中島、イオン伊達
(6)苫小牧支部
①無料相談会
⽇程︓2⽉20⽇（⼟）9︓00〜12︓00
場所︓苫小牧市 市⺠活動センター
内容︓対⾯及び電話による無料相談
(7)十勝支部
①無料相談会・セミナー
⽇程︓2⽉23⽇（⽕）
場所︓とかちプラザ

北海道
⾏政書⼠会

(8)釧路支部
①無料相談会
⽇程︓2⽉22⽇（⽉）
場所:釧路市市役所
内容:対⾯による無料相談
■図書館への図書贈呈等

(1)根室支部
⽇程︓2⽉22⽇（⽉）頃（予定）※図書館が休館のため記念⽇以前の⽇
内容︓根室市図書館への図書贈呈（予定）、たくまくん⽂庫の開設

■パネル展 他

(1)札幌支部
未定

■新聞等への広告掲載

(1)札幌支部
①地下鉄広告
⽇程︓未定
場所︓札幌市地下鉄、市電
内容︓記念⽇告知他
(2)函館支部
①北海道新聞、函館新聞、FMいるかにて告知予定
(3)旭川支部
①媒体未定
⽇程︓2⽉に広告を掲載予定
(4)網走支部
①各地区、広報誌等に広告掲載予定
(5)苫小牧支部
⽇程︓2⽉22⽇(⽉)
内容︓苫小牧⺠報に広告を掲載予定
(6)⽇高支部
①新聞広告
内容︓⽇高報知新聞に2/15〜21までの間に3回広告掲載
②町広報のPR欄広告
内容︓2⽉初旬発⾏の関係町広報誌のPR欄に広告掲載する。
実施町は、新ひだか町、新冠町、⽇高町、平取町の4町
③支部HPのトップページ広告
内容︓支部HPのトップ画⾯で[2⽉22⽇は「⾏政書⼠記念⽇」です]と⼤きくアピールする。

令和2年度 各都道府県⾏政書⼠会 記念⽇事業⼀覧（予定）
⾏政書⼠会名

事業

内容
(7)釧路支部
①釧路市広報へ広告掲載、支部HPのトップページ広告
(8)根室支部
①新聞広告
内容︓2⽉22⽇(⽉)発⾏の釧路新聞・根室新聞広告
②新聞記事
内容︓2⽉22⽇(⽉)発⾏の釧路新聞・根室新聞記事及び記念⽇以前の⽇発⾏の同新聞記事掲載

秋⽥県
⾏政書⼠会

岩手県
⾏政書⼠会

⻘森県
⾏政書⼠会

■無料相談会

⽇程︓2⽉18⽇（⽊）
場所︓秋⽥県⾏政書⼠会事務局
内容︓電話による無料相談

■街頭広報

⽇程︓2⽉20⽇（⼟）予定
場所︓秋⽥駅前広場
内容︓チラシ・グッズ配布等

■無料電話相談会

⽇時︓2⽉22⽇（⽉）予定
場所︓岩手県⾏政書⼠会事務局
内容︓電話による無料相談

■テレビCM

⽇程︓2⽉22⽇（⽉）
内容︓テレビ（⻘森放送・⻘森テレビ・⻘森朝⽇放送）にて「⾏政書⼠記念⽇」のCM放送

■⼥性⾏政書⼠による⼥性のための無料相談会

⽇程︓2⽉20⽇（⼟）11︓00〜16︓00
場所︓福島県⾏政書⼠会館「会議室」
内容︓原則対⾯による無料相談。相談者より希望があった場合は電話相談、WEB（Zoom）相談にも対
応する。相談者、相談員ともに⼥性限定
【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
・成年後⾒に関すること等。

■リーフレットの作成・配布

内容︓・⾏政書⼠記念⽇事業として、⾏政書⼠制度70年間における⾏政書⼠の歴史変遷・業務等を
紹介したリーフレットの作成
・会員への啓発、⼀般市⺠及び⾃治体へのＰＲ活動としてリーフレットを配布

■街頭ＰＲ活動

⽇程︓2⽉22⽇（⽉）
場所︓宮城県⾏政書⼠会前の道路等
配布物︓宮城会作成のリーフレット・チラシ、ティッシュ等

■Webサイトへの記念⽇特設ページ掲載

⽇程︓2⽉頃（予定）

■無料相談会

⽇程︓2⽉22⽇（⽉）
場所︓山形県⾏政書⼠会館
内容︓対⾯及び電話による無料相談

■⾏政書⼠かるた

内容︓⾏政書⼠の業務内容を知っていただくため、業務をかるたで紹介する。
教育現場でのキャリア教育、法教育時での活用も考えている。

■バックパネル

内容︓YouTubeなどを通じて⼀般の⽅に向けての⾏政書⼠情報を発信する際に活用するため。

■東京メトロ 駅張りポスター

⽇程︓令和3年2⽉15⽇(⽉)〜28⽇(⽇)
場所︓⼤手町駅

福島県
⾏政書⼠会

宮城県
⾏政書⼠会

山形県
⾏政書⼠会

東京都
⾏政書⼠会

⽇程︓令和3年2⽉15⽇(⽉)〜28⽇(⽇)
場所︓池袋駅
⽇程︓令和3年2⽉17⽇(⽔)〜3⽉2⽇(⽕)
場所︓表参道駅
詳しくは下記リンク先までお願いいたします。
https://www.tokyo-gyosei.or.jp/topics/2021/0212.html
神奈川県
⾏政書⼠会

千葉県
⾏政書⼠会

■⾏政書⼠記念⽇・⾏政書⼠法制定70周年記
念式典（70周年記念事業と併せて開催）

⽇程︓2⽉2⽇（⽕）
場所︓神奈川県⺠ホール 小ホール
内容︓講演会、表彰式

未定

未定

令和2年度 各都道府県⾏政書⼠会 記念⽇事業⼀覧（予定）
⾏政書⼠会名
茨城県
⾏政書⼠会
⻑野県
⾏政書⼠会

事業

内容

未定

未定

■無料相談会

⽇程︓2⽉22⽇（⽉）10:30〜15:00
場所︓⻑野県⾏政書⼠会館
内容︓電話による無料相談（TEL:026-224-1300）

■⾏政書⼠記念⽇無料相談会
（各支部にて実施）

(1)佐久支部
⽇程︓2⽉21⽇（⼟）10:00〜15:30
内容︓電話による無料相談（TEL:080-9288-5712）
(2)上⽥支部
⽇程︓2⽉20⽇（⼟）9︓00〜12︓00
場所︓上⽥市中央公⺠館第1会議室
(3)諏訪支部
⽇程︓2⽉20⽇（⼟）10︓00〜16︓00
場所︓すわっチャオ（3F）
(4)伊那支部
⽇程︓2⽉10⽇（⽔）13︓00〜16︓00
場所︓⻑野県⾏政書⼠会伊那支部事務所
(5)松本支部
⽇程︓2⽉12⽇（⾦）10︓00〜15︓00
場所︓塩尻市市⺠交流センター（えんぱーく）301･304･305号室
⽇程︓2⽉13⽇（⼟）10︓00〜15︓00
場所︓筑北村役場101･204･205･206号室

⽇程︓2⽉18⽇（⽊）10︓00〜15︓00
場所︓安曇野市役所211･212･213･214号室

⽇程︓2⽉20⽇（⼟）10︓00〜15︓00
場所︓松本市勤労者福祉センター 3-3会議室

⽇程︓2⽉21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

⽇程︓2⽉21⽇（⽇）10︓00〜15︓00
場所︓⽊曽町⽂化交流センター3階和室

(6)⻑野支部
⽇程︓2⽉ 3⽇（⽔）13︓00〜16︓00
場所︓もんぜんぷら座
⽇程︓2⽉ 9⽇（⽕）9︓30〜12︓00
場所︓東⻑野いこいの家

⽇程︓2⽉18⽇（⽊）13︓30〜16︓00
場所︓かがやきひろば湯福

⽇程︓2⽉22⽇（⽉）13︓30〜16︓00
場所︓須坂商⼯会議所

(7)北信支部
⽇程︓2⽉22⽇（⽉）13︓00〜16︓00
場所︓山ノ内町⽂化センター
■無料相談会

山梨県
⾏政書⼠会

静岡県
⾏政書⼠会

⽇程︓2⽉20⽇（⼟）
場所︓北杜市役所/須⽟ふれあい館
内容︓対⾯による無料相談
⽇程︓2⽉22⽇（⽉）
場所︓道の駅山梨
内容︓対⾯による無料相談

■無料相談会

⽇程︓2⽉22⽇(⽉)
場所︓静岡県⾏政書⼠会館
内容︓電話による無料相談

令和2年度 各都道府県⾏政書⼠会 記念⽇事業⼀覧（予定）
⾏政書⼠会名
愛知県
⾏政書⼠会

岐阜県
⾏政書⼠会

三重県
⾏政書⼠会

福井県
⾏政書⼠会

事業
■2⽉22⽇中⽇新聞広告

内容
⽇程︓2⽉22⽇（⽉）
内容︓⾏政書⼠制度のPR及び県⺠の⽣活向上に寄与するため、「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。

■中⽇新聞 名刺広告

⽇時︓2⽉22⽇（⽉）
内容︓中⽇新聞岐阜県版に名刺広告（会員に希望者を募る）

未定

未定

■無料相談会

⽇程︓2⽉22⽇（⽉）
場所︓福井市役所市⺠ホール
内容︓対⾯による無料相談

■⾏政書⼠開業セミナー

⽇程︓2⽉11⽇（⽊・祝）
場所︓⽯川県地場産業振興センター新館2階 第10研修室
内容︓⾏政書⼠に興味のある⽅を対象に、⾏政書⼠開業セミナーを開催する。

■ＨＡＣＣＰ公開セミナー

⽇程︓2⽉下旬（予定）
場所︓オンラインセミナー
内容︓令和２年６⽉から義務化されたＨＡＣＣＰ及び⾏政書⼠の制度周知を⽬的として、飲⾷店経
営者、飲⾷店開業予定者、⾏政書⼠を対象とした公開セミナーを開催する。

■北國新聞全7段広告

⽇程︓2⽉1⽇（⽉）
内容︓⾏政書⼠制度周知を⽬的として、北國新聞の朝刊に全7段広告を掲載する。

■無料相談会

⽇程︓2⽉22⽇（⽉）
場所︓富山県⾏政書⼠会 事務所 及び高岡支部 事務所
内容︓対⾯及び電話による無料相談

■講演会

⽇程︓2⽉21⽇（⽇）14︓00〜16︓30
場所︓ふれあいプラザ ⼤会議室（定員40名）
内容︓“暮らしの安全と⾏政書⼠”をテーマに3部構成の講演会を実施します。
コロナ感染予防対策のため、収容⼈数の半分程度を定員とする等様々な制約の中での開催です
が、広報活動を通じてより多くの⽅に⾏政書⼠制度をより良く知っていただきます。

⽯川県
⾏政書⼠会

富山県
⾏政書⼠会

滋賀県
⾏政書⼠会

⼤阪府
⾏政書⼠会

■⾏政書⼠によるリモート（テレビ電話）でつなぐ
無料相談会

⽇時︓令和3年2⽉22⽇(⽉)
場所︓⼤阪府⾏政書⼠会館及び⼤阪府下の特設サテライト会場（14箇所）
①能勢町会場（能勢町社会福祉協議会）
豊能郡能勢町宿野114
②島本町会場（島本町社会福祉協議会）
島本町桜井3-4-1 島本町ふれあいセンター3階第3学習
③枚⽅市会場（枚⽅市社会福祉協議会）
枚⽅市新町2-1-35 ラポール3階会議室
④豊中市会場（全⽇本不動産協会 北⼤阪支部）
豊中市新千⾥東町1-4-1 阪急千⾥中央ビル8階
⑤守⼝市会場（全⽇本不動産協会 ⼤阪東支部）
守⼝市寺内町2-7-27 富⼠⽕災守⼝ビル4階
⑥⼤阪市北区会場（全⽇本不動産協会 北支部）
⼤阪市北区本庄東1-1-10 ライズ88ビル8階
⑦⼤阪市中央区会場（全⽇本不動産協会 中央支部）
⼤阪市中央区谷町1-3-26 全⽇⼤阪会館6階
⑧⼤阪市阿倍野区会場（全⽇本不動産協会 なにわ南支部）
⼤阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1 あべのルシアス10階
⑨⼤阪市⻄成区会場（⼤阪市⻄成区社会福祉協議会）
⼤阪市⻄成区岸⾥1-5-20 ⻄成区合同庁舎8階
⑩松原市会場（松原市役所）
松原市阿保1-1-1
⑪太子町会場（太子町社会福祉協議会）
南河内郡太子町⼤字春⽇963-1 太子町⽴総合福祉センター内
⑫堺市会場（全⽇本不動産協会 ⼤阪南支部）
堺市⻄区鳳北町6-320
⑬和泉市会場（和泉市社会福祉協議会 幸事務所）
和泉市幸2-5-16 北部総合福祉会館内
⑭泉佐野市会場（泉佐野市社会福祉協議会）
泉佐野市中庄1102
内容︓リモート（テレビ電話）でつなぐ無料相談
１.相談者の通信端末（電話・スマートフォン・パソコン等）によるリモート接続
２.特設サテライト会場にてリモート接続（会場の通信端末で現地の⾏政書⼠が接続操作を⾏います）
※相談は手話・外国語（英語・中国語・韓国語など）にも対応（要予約）
※相談者が⼥性の場合、ご要望により⼥性の相談員が対応します
【ご予約・お問い合わせ】⼤阪府⾏政書⼠会事務局 06-6943-7501

京都府
⾏政書⼠会

■無料相談会

⽇程︓2⽉22⽇（⽉）10︓30〜16︓00
場所︓ゼスト御池 河原町広場
内容︓京都市と共催で、対⾯による無料相談を実施する。

令和2年度 各都道府県⾏政書⼠会 記念⽇事業⼀覧（予定）
⾏政書⼠会名

事業
■新聞広告（京都新聞）

内容
⽇程︓2⽉ 2〜3週
内容︓上記無料相談会に連動して、京都新聞に広告を掲⽰する。

■国際業務啓発活動

⽇程︓2⽉中
内容︓県内の外国⼈支援団体を対象として、在留資格手続きについて⾏政書⼠がサポートできること、
コロナ禍の状況でビザ申請の取り扱いや⼊国についてお問い合わせがあれば協⼒支援していると
いうことをパンフレットを作成し、郵送、周知する。

■無料相談会

⽇程︓2⽉20⽇（⼟）13︓00〜16︓00
場所︓イズミヤ紀伊川辺店
内容︓対⾯による無料相談

■ICTを活用した持続可能な社会推進セミナー

⽇程︓2⽉3⽇（⽔）
場所︓神⼾市産業振興センター ハーバーホール
内容︓①講演「コロナ禍における⾞椅子ルートマップ事業の新展開」
講師 三⽊谷毅氏
②講演 「パソナグループ本社機能の淡路島移転とICT」
講師 南部靖之氏

■阪神支部「⾏政書⼠の⽇」記念事業

⽇程︓2⽉22⽇（⽉）
場所︓オンライン配信（ZOOM）
内容︓講演 「事業継続⼒強化計画策定のアプローチについて」
講師︓SOMPO リスクマネジメント株式会社 ⾸席フェロー 髙橋 孝⼀氏

■ユニバーサル社会づくりセミナー

未定

■ラジオ関⻄出演

未定

未定

未定

未定

未定

■電話無料相談会

⽇程︓令和３年２⽉２２⽇（⽉）
場所︓岡山県⾏政書⼠会 会議室
内容︓電話による無料相談

■無料相談会

⽇程︓6⽉頃（予定）※70周年記念⾏事とあわせて実施
場所︓未定
内容︓対⾯または電話による無料相談会

■電話無料相談会

⽇程︓2⽉22⽇（⽉）
場所︓徳島県⾏政書⼠会館
内容︓電話による無料相談

未定

未定

■⾏政書⼠記念⽇PR活動

⽇程︓2⽉22⽇（⽉）
場所︓佐賀県内各地
内容︓業務案内パンフレット及びノベルティの配布

■無料相談会（未定）

⽇時︓2⽉22⽇頃（予定）
場所︓未定
内容︓対⾯による相談

■無料相談会

⽇程︓2⽉18⽇（⽊）
場所︓山形屋（⿅児島）本館７階 社交室
内容︓対⾯よる無料相談

■無料相談会

⽇程︓2⽉1⽇、8⽇、15⽇、22⽇ 毎週⽉曜⽇ 13︓00〜16︓00
場所︓沖縄県⾏政書⼠会館
内容︓電話による無料相談

奈良県
⾏政書⼠会

和歌山県
⾏政書⼠会

兵庫県
⾏政書⼠会

鳥取県
⾏政書⼠会

島根県
⾏政書⼠会
岡山県
⾏政書⼠会
山⼝県
⾏政書⼠会

徳島県
⾏政書⼠会

福岡県
⾏政書⼠会

佐賀県
⾏政書⼠会

⿅児島県
⾏政書⼠会

沖縄県
⾏政書⼠会

