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行政書士会名 事業 内容

(1)札幌支部

・無料相談会

日時：令和4年2月23日(水)　10：30～15：00

場所：札幌市民交流プラザSCARTSモールA・B

内容：対面による無料相談会

・セミナー

日時：令和4年2月24日(木)　19：00～20：30

場所：札幌市民交流プラザ１階SCARTSコート

内容：もっと知りたい『副業』～自分にあった副業を考える～

(2)小樽支部

・無料相談会

日程：令和4年2月15日(火)

場所：長崎屋デパート小樽店1階公共スペース

内容：対面による無料相談

(3)旭川支部

・無料相談会

日程：令和4年2月8日(火)

場所：旭川市神楽公民館

内容：対面による無料相談

(4)網走支部

・無料相談会

日程：令和4年2月22日(火)

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

・無料相談会

日程：令和4年2月23日(水)

場所：室蘭モルエショッピングセンター内・伊達イオンショッピングセンター内

内容：ティッシュ、名簿、クリアファイルを配り、相談のある人は相談コーナーに誘導して、相談を受ける。

(6)苫小牧支部

・無料相談会

日程：令和4年2月19日(土)

場所：苫小牧市民活動センター

内容：対面による無料相談

(7)十勝支部

・無料相談会

日程：令和4年2月22日(火)

場所：とかちプラザ　1階大集会室

内容：対面による無料相談

(8)釧路支部

・無料相談会

日程：令和4年2月22日(火)

場所：釧路市役所

内容：対面による無料相談

■パネル展 (1)札幌支部

日時：令和4年2月23日(水)　10：30～15：00

場所：札幌市民交流プラザSCARTSモールA・B

内容：相続や遺言、営業許可等に関する豆知識パネルの展示

■社会貢献事業 (1)函館支部

・お米・支援金の寄付

日程：令和4年2月22日(火)あたり

場所：フードバンク道南協議会事務局（渡島教育会館）

内容：食料（お米）と支援金の寄付

・生理用品・支援金の寄付

日程：令和4年2月22日（火）あたり

場所：一般社団法人JOY事務所（MinaMina）

内容：生理用品と支援金の寄付

■ティッシュ等配り (1)室蘭支部

日程：令和4年2月23日(水)

場所：室蘭モルエショッピングセンター内・伊達イオンショッピングセンター内

内容：ティッシュ、名簿、クリアファイルを配り、相談のある人は相談コーナーに誘導して、相談を受ける。

■図書館へ図書寄贈 (1)根室支部

日程：令和4年2月22日(火)

場所：根室市図書館

内容：たくまくん文庫の開設

■無料相談会、セミナー等

北海道

行政書士会
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行政書士会名 事業 内容

(1)函館支部

北海道新聞、函館新聞等、各種メディアに取材依頼を予定。

(2)旭川支部

・CM動画広告

日程：令和4年2月13日(日)～26日(土)　毎日14時間程度

場所：旭川市内　イオンモール旭川駅前

内容：壁面大型モニターに道会制作のテレビCMを放映

(3)網走支部

各地区、広報誌等に広告掲載予定

(4)苫小牧支部

日程：令和4年2月22日(火)

場所：苫小牧官報

内容：行政書士の業務案内、毎月開催の無料相談会PR

(5)日高支部

・新聞広告

概要：2月15日(火)～21日(月)までの間、日高報知新聞に業務内容及び会員リスト等を広告掲載（3

回）。

・町広報のPR欄広告

概要：2月初旬発行の町広報誌のPR欄に当該町の会員リストを広告掲載する。掲載町は、新ひだか町、新

冠町、日高町、平取町、様似町の5町。

・支部HPのトップページに広告

概要：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。

(6)根室支部

日程：令和4年2月22日(火)

場所：釧路新聞紙上にて

■無料相談会 日程：令和4年2月17日(木)

場所：秋田県行政書士会 事務局※予定

内容：電話による無料相談

■街頭広報 日程：令和4年2月19日(土)※予定

場所：秋田駅連絡通路

内容：チラシ・グッズの配布等

岩手県

行政書士会

■電話無料相談会 日時：令和4年2月22日(火)　10：00～15：00

場所：岩手県行政書士会 事務局

内容：電話による暮らしと事業の電話無料相談会

相談受付専用番号：0120-973-308（2月22日のみ）

青森県

行政書士会

■テレビCM 日程：令和4年2月22日(火)

内容：テレビ（青森放送・青森テレビ・青森朝日放送）にて「行政書士記念日」のCM放送

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 日時：令和4年2月20日(日)　11：00～16：00

場所：福島県行政書士会館「相談室」

内容：原則対面による無料相談を実施。相談者から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・消費者契約・成年後見に関すること　など

宮城県

行政書士会

■東北弁落語と困りごと無料相談会 日時：令和4年2月23日(水)　13：00～15：30

場所：仙台市シルバーセンター7階　第一研修室

内容：＜入場無料＞行政書士業務に関連した東北弁落語、行政書士業務の紹介、困りごと無料相談会

山形県

行政書士会

■無料相談会及び

マイナンバーカード取得手続きの代理申請

日程：令和4年2月22日(火)

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、対面によるマイナンバーカード取得手続き代理申請

東京都

行政書士会

■東京メトロ 駅張りポスター 日時：令和4年2月16日(水)～3月1日(火)

場所：池袋駅、新宿駅、大手町駅

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/2022/0216.html

■新聞等への広告掲載

北海道

行政書士会

秋田県

行政書士会
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行政書士会名 事業 内容

神奈川県

行政書士会

■講演 日時：令和4年2月22日 (火)　13：30～16：00

場所：情報文化センター6階　情文ホール

内容：SDGｓ暮らしとビジネスの大変革

登壇者：ヨコハマSDGｓデザインセンター　センター長　信時　正人　氏

千葉県

行政書士会

■無料相談会 日程：令和4年2月22日(火)

場所：千葉県行政書士会　大会議室

内容：マイナンバーカードの取得に係る個別相談会

埼玉県

行政書士会

■ユキマサくんと遊ぼう 日程：令和4年2月20日(日)

場所：浦和コルソ 1F通路

内容：ユキマサくんと一緒に輪投げやクイズ等をして、行政書士会及び行政書士のPRを行う。

群馬県

行政書士会

■【動画配信】相続・遺言・成年後見に関する講談 日時：令和4年2月20日(日)　13：30～15：00

内容：プロ講談師による相続・遺言・成年後見を題材にした講談口演を本会会員向けにZOOMにて生配信

する。後日、同口演を収録した動画を本会ホームページのトップに掲載し、１ヶ月限定で一般の方に向けて無

料公開する。

■行政書士記念日無料相談会

 （各支部にて実施）

(1)佐久支部(TEL:0267-46-1056)

日時：令和4年2月19日(土)　13：00～15：30

場所：支部受付電話（TEL:080-9288-5712）

内容：電話相談

(2)上田支部(TEL:0268-25-8720)

日時：令和4年2月12日(土)　9：00～12：00

場所：上田市中央公民館

(3)諏訪支部(TEL:0266-57-5503)

日時：令和4年2月5日(土)　10：00～15：00

場所：駅前交流広場すわっチャオ　会議室3

(4)伊那支部(TEL:0265-73-2208)

日時：令和4年2月9日(水)　13：00～16：00

内容：電話相談（要予約）

(5)飯田支部(TEL:0265-22-1171)

日時：令和4年2月20日(日)　10：00～15：00

場所：エス・バード

(６)松本支部(TEL:0263-87-3798)

日時：令和4年2月12日(土)　10：00～15：00

場所：筑北村役場

日時：令和4年2月17日(木)　10：00～15：00

場所：安曇野市役所

日時：令和4年2月19日(土)　10：00～15：00

場所：松本市勤労者福祉センター

日時：令和4年2月19日(土)　10：00～15：00

場所：塩尻市市民交流センター（えんぱーく）

日時：令和4年2月20日(日)　10：00～15：00

場所：大町市総合福祉センター

日時：令和4年2月23日(水)　10:00～15:00

場所：木曽町文化交流センター

(7)長野支部（TEL:026-229-6388）

日時：令和4年2月2日(水)　13：00～16：00

場所:もんぜんぷら座

日時：令和4年2月8日(火)　9：30～12：00

場所:東長野いこいの家（要予約）

日時：令和4年2月17日(木)　13：30～16：00

場所:かがやきひろば湯福（要予約）

長野県

行政書士会



220217令和3年度 各都道府県行政書士会 行政書士記念日事業一覧（予定）.xlsx

行政書士会名 事業 内容

日時：令和4年2月28日(月)　13：30～16：00

場所:須坂商工会議所（要予約）

(8)北信支部（TEL:090-3063-8782）

日時：令和4年2月20日(日)　13：00～16：00

場所：山ノ内町文化センター

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

・老後のことを考えたい…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

※詳細につきましては、各支部にお問い合わせください。

■無料相談会 (1)峡西南支部

日時：令和4年2月10日(木)　10：00～16：00

場所：南アルプス市役所

内容：対面による無料相談

(2)甲府北支部

日時：令和4年2月12日(土)　10：00～16：00

場所：明野総合会館

内容：対面による無料相談

日時：令和4年2月18日(金)　10：00～16：00

場所：甲府市役所

内容：対面による無料相談

(3)甲府南支部

日時：令和4年2月19日(土)　10：00～16：00

場所：やまなし地域づくり交流センター

内容：対面による無料相談

(4)峡東支部

日時：令和4年2月23日(水)　10：00～16：00

場所：山梨市民会館

内容：対面による無料相談

■女性行政書士による女性のための無料電話相

談会

日時：令和4年2月19日(土)　10：00～16：00

場所：山梨県行政書士会館

内容：電話による無料相談

■山梨県行政書士会　登録入会説明会 日程：未定

場所：山梨県行政書士会館

■マイナンバーカード相談会 日程：未定

場所：未定

静岡県

行政書士会

■無料相談会 日程：令和4年2月22日(火)

場所：静岡県行政書士会館

内容：電話による無料相談

新潟県

行政書士会

■記念講演と災害対策・防災への備え 日程：令和4年2月22日(火)※予定

場所：新潟県行政書士会館  研修室（50～80名収容可能）

内容：第一部　近年の災害と防災意識等ついての講演　(新潟大学教授)

          第二部　行政の担当者より災害対策等についての講演（新潟県、新潟市、赤十字　予定）

参加者：スタッフを含め20名以内の開催

感染症対策：1時間1回換気の実施、

その他：ビデオ録画をして、会員に配信する。

■新聞広告 日程：令和4年2月22日(火)

内容：行政書士制度のPR及び県民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する。

■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：令和4年3月6日(日)　13：30～16：30

会場：栄ガスビル5階　キングルーム

内容：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。

愛知県

行政書士会

山梨県

行政書士会

長野県

行政書士会
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岐阜県

行政書士会

■新聞全面PR広告 日程：令和4年2月22日(火)

掲載紙：中日新聞　岐阜県版　朝刊

内容：会員名刺広告

三重県

行政書士会

■無料電話相談会 日時：令和4年2月22日(火)　10：00～16：00

場所：三重県行政書士会 事務局

内容：電話による無料相談

福井県

行政書士会

■無料相談会 日程：令和4年2月22日(火)

場所：アオッサ601C

内容：対面による無料相談

■マイナンバーカード代理申請サポート相談会・無

料相談会

日程：令和4年2月22日(火)

場所：富山県行政書士会事務所

内容：マイナンバーカード代理申請サポート相談、対面及び電話による無料相談

日程：令和4年2月22日(火）

場所：高岡支部事務センター

内容：マイナンバーカード代理申請サポート相談、対面による無料相談

日程：令和4年2月22日(火）

場所：滑川市市民交流プラザ

内容：マイナンバーカード代理申請サポート相談、対面による無料相談

日程：令和4年2月25日(金)・26日(土)

場所：救急薬品市民交流プラザ

内容：マイナンバーカード代理申請サポート相談、対面による無料相談

日程：令和4年3月5日(土）

場所：太閤山ショッピングセンター　パスコ

内容：マイナンバーカード代理申請サポート相談、対面による無料相談

滋賀県

行政書士会

■動画コンテンツ作成・テレビ放送 日程：令和4年2月中旬予定

内容：独自動画コンテンツを作成し、テレビ（びわ湖放送）にて動画コンテンツ放送

■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

日程：令和4年2月15日(火)

場所：大阪府行政書士会館及び大阪府下に開設する特設サテライト会場（8箇所）

・島本町会場（島本町社会福祉協議会）

　三島郡島本町桜井3-4-1　島本町ふれあいセンター

・池田市会場（池田市役所）

　池田市城南1-1-1

・なんば会場（大阪市浪速区社会福祉協議会）

　大阪市浪速区難波中3-8-8

・西成会場（大阪市西成区社会福祉協議会）

　大阪市西成区岸里1-5-20　西成区合同庁舎8階

・松原市会場（松原市役所）

　松原市阿保1-1-1

・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

・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

・河内長野市会場（河内長野市社会福祉協議会）

　河内長野市喜多町663-1　イズミヤ河内長野店4階

内容：死後事務委任契約に関する相談を中心に、遺言や相続、成年後見をはじめ各種許認可やマイナン

バーカードの取得申請などの行政書士業務に関してリモート（ＷＥＢ・電話）による無料相談を実施する。

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　TEL:06-6943-7501

大阪府

行政書士会

富山県

行政書士会
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行政書士会名 事業 内容

■無料相談会 日時：令和4年2月22日(火)　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。

■新聞広告（京都新聞） 日程：令和4年2月3週目（15日(火)を予定）

上記無料相談会に連動して、京都新聞に広告を掲示する。

奈良県

行政書士会

■行政書士制度70周年記念式典 日時：令和4年2月15日(火)  14：00～15：00

場所：ホテル日航奈良

内容：新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、来賓及び会員をお迎えし70周年を祝う。

和歌山県

行政書士会

■無料相談会 日時：令和4年2月19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

■新聞掲載 日程：令和4年2月1日(火)

内容：兵庫会の案内とイベントのお知らせを神戸新聞に1面広告で掲載

■ラジオ放送　生出演 日時：令和4年2月1日(火)12：08～

内容：ラジオ関西（558㎑）「谷五郎の笑って暮らそう」

　　　　　兵庫会の案内とイベントのお知らせ

■ラジオ放送　スポットCM 日程：令和4年1月15日(土)～2月25日(金)

内容：ラジオ関西（558㎑）スポット　10秒CM

■記念日公開セミナー① 日程：令和4年2月7日(月)

内容：

「令和3年度ICT活用セミナー」

第1部　・弊社の事例を交えたドローンとソフトウェアの関係について

　　　　　　　講師　三浦　望　氏（株式会社Red Dot Drone Japan 代表取締役）

　　　　　・Lite DXソリューションTUNEGRIDを活用した地域DX推進事例

　　　　　　　講師　坂本　賢志　氏

　　　　　　　　　　（株式会社アシックス　事業推進統括部インキュベーション部

　　　　　　　　　　　　 IoTインキュベーションチームマネージャー）

　　　　　・調整中

　　　　　　　講師未定

第2部　・ICTを利活用した伝統文化の存続と継承（仮)

           　　講師　松井　隆昌　氏（株式会社亀井堂総本店　取締役）

第3部　・デジタル時代における行政書士の役割

　　　　 　　 講師　栗山　　由布子　氏（兵庫県行政書士会　阪神支部）

■記念日公開セミナー② 日程：令和4年2月22日(火)

内容：

「令和3年度行政書士記念日企画権利擁護公開セミナー」

第1部　・誰もが輝ける社会へ～違いは間違いじゃない～

　　　　　　　講師　野元　惠水　氏

　　　　　　　　　　（広島県行政書士会　特定行政書士　総務副部長　、

　　　　　　　　　　　　日本行政書士会連合会　権利擁護推進委員会　 委員、

　　　　　　　　　　　　一般社団法人広島県セクシュアルマイノリティ協会代表理事）

第2部　・ブライダル業界を取り巻く環境

　　　     　 講師　高島　晴奈（つなぐwedding)

第3部  ・調整中

　　　　      講師未定

■無料相談会 日程：令和4年2月12日(土)

場所：鳥取市立図書館及び米子市立図書館

日程：令和4年2月20日(日)

場所：倉吉市立図書館

内容：対面による無料相談会

■農業に関する法律手続きについてのセミナー 日程：令和4年2月22日(火)

場所：鳥取県立農業大学校

内容：農業に関する法律手続きについてセミナーを開催

■無料相談会 日時：令和4年2月6日(日)　10:00～12:00

場所：六日市基幹集落センター（鹿足郡吉賀町）

内容：予約制／対面による無料相談

日時：令和4年2月13日(日)　13:30～16:00

場所：島根県立図書館（松江市）

内容：対面による無料相談

京都府

行政書士会

鳥取県

行政書士会

兵庫県

行政書士会

島根県

行政書士会
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日時：令和4年2月17日(木)　13:00～17:00

場所：益田市人権センター（益田市）

内容：予約制／対面による無料相談

■無料相談会 日時：令和4年2月20日(日)　13:00～16:00

場所：(公財)しまね国際センター（松江市）

内容：予約制／対面による外国人無料相談

日時：令和4年2月20日(日)　13:00～15:00

場所：乃木公民館（松江市）

内容：対面による無料相談

日時：令和4年2月20日(日)　14:00～16:00

場所：城西公民館（松江市）

内容：対面による無料相談

日時：令和4年2月24日(木)　14:00～16:00

場所：松江市役所市民部 消費・生活相談室（松江市）

内容：対面による無料相談

岡山県

行政書士会

■電話無料相談会 日程：令和4年2月22日(火)

場所：岡山県行政書士会

内容：電話による無料相談

香川県

行政書士会

■無料相談会 日程：令和4年2月20日(日)

場所：イオンモール綾川

内容：対面による無料相談

徳島県

行政書士会

■無料相談会 日程：令和4年2月22日(火)

場所：徳島県行政書士会館

内容：電話による無料相談

佐賀県

行政書士会

■無料相談会 日程：令和4年2月22日(火)

場所：佐賀県行政書士会館

内容：電話による無料相談

※状況が変わり次第、イベントの追加、又は相談会中止の可能性あり

■第１部　記念講演会 日時：令和4年2月20日(日)　12：30～17：00

場所：ミライON図書館（大村市）

内容：世界遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」について

講師：本馬　貞夫　氏（長崎県長崎学アドバイザー）

■第２部　市民公開講座 日時：令和4年2月20日(日)　12：30～17：00

内容：「相続、遺言等と公正証書について」

講師：伊藤　浩　氏（前日行連専務理事、行政手続研究会代表）

■第３部　無料相談会 日時：令和4年2月20日(日)　12：30～17：00

内容：「相続、遺言、許認可等について」

対面による無料相談会

熊本県

行政書士会

■市民公開講座 日程：令和4年2月19日(土)

場所：熊本城ホール　シビックホール

内容：講演会及び講演会終了後に無料相談会

鹿児島県

行政書士会

■無料相談会（予定） 日程：令和4年2月22日(火)

場所：鹿児島山形屋　7F社交室

内容：対面による無料相談

■無料相談会 日時：令和4年2月7日(月)・14日(月)・21日(月)・28日(月)　13：00～16：00

場所：沖縄県行政書士会館

内容：対面による無料相談

日時：令和4年2月22日(火)　13：00～16：00

場所：沖縄県庁 1Fロビー

内容：対面による無料相談

■パネル展 日程：令和4年2月21日(月)～25日(金)

場所：沖縄県庁 1Fロビー

内容：行政書士広報

沖縄県

行政書士会

長崎県

行政書士会

島根県

行政書士会


