
令和4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）

行政書士会名 実施事項（名称等） 実施内容（概要）

（1）無料相談会・セミナー等
【札幌支部】
・無料相談会及びパネル展
　日時：令和5年2月23日（木）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、行政書士業務紹介パネル展示、映像展示
・セミナー
　日時：令和5年3月9日（木）18：30～20：00
　場所：札幌市民交流プラザ1階ＳＣＡＲＴＳコート
　内容：「好きから始める未来への一歩」

【室蘭支部】
・無料相談会
　日程：令和5年2月18日（土）予定
　場所：室蘭モルエショピングセンター内・伊達イオンショピングセンター内
　内容：テッシュ、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。
【苫小牧支部】
・無料相談会
　日時：令和5年2月18日（土）9：30～12：00
　場所：苫小牧市民活動センター
　内容：対面による無料相談
【十勝支部】
・無料相談会
　日時：令和5年2月22日（水）10：00～15：00
　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
【釧路支部】
・無料相談会
　日時：令和5年2月22日（水）10：00～15：00
　場所：釧路市役所本庁舎
　内容：対面による無料相談
【根室支部】
・無料相談会
　日時：令和5年2月19日（日）9：00～12：00
　場所：別海町生涯学習センター
　内容：対面による無料相談

（2）社会貢献事業
【函館支部】
・お米の寄贈
　日程：令和5年2月22日（水）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）の寄贈
・フリーマーケットの収益による生理用品・支援金の寄付
　日程：令和5年2月22日（水）あたり
　場所：調整中
　内容：一般社団法人JOY事務所（MinaMina）との共催により収益金で生理用品と支援金を寄付

（3）ティッシュ等配布
【室蘭支部】
　日程：令和5年2月18日（土）予定
　場所：室蘭モルエショピングセンター内・伊達イオンショピングセンター内
　内容：テッシュ、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。

（4）図書寄贈
【根室支部】
　日程：令和5年2月22日（水）
　場所：根室市図書館
　内容：たくまくん文庫の開設

（5）新聞等への広告掲載
【札幌支部】
・地下鉄広告
　日程：令和5年2月17日～ 2月23日までの7日間
　内容：札幌市内地下鉄全線の窓上にＡ1サイズポスター掲示
・郵便局広告
　日程：令和5年2月5日（日）～令和5年3月4日（土）1か月
　場所：石狩市、北広島市、当別町、恵庭市、江別市、千歳市の郵便局各2～3か所にポスター及び
        パンフレット、札幌支部無料相談会チラシを設置
【小樽支部】
　日程：令和5年2月20日（月）
　内容：北海道新聞後志版に掲載予定"
【旭川支部】
･フリーペーパー広告
　日程：令和5年1月27日（金）
　内容：フリーペーパー「ライナー」にイベント内容を広告で掲載
・CM動画広告
　日程：令和5年2月17日～23日　毎日12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PR動画を放映

【苫小牧支部】
　日程：令和5年2月
　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"
【日高支部】
・新聞広告
　概要：日高報知新聞に2/15～21までの間に業務内容及び会員リスト等を3回広告掲載。
・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。
【釧路支部】
･釧路市広報
　日程：令和5年2月1日（水）
　場所：釧路誌広報紙『広報くしろ』に無料相談会の開催案内を掲載"
【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

01 北海道行政書士会 （1）無料相談会・セミナー等
（2）社会貢献事業
（3）ティッシュ等配布
（4）図書寄贈
（5）新聞等への広告掲載



令和4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）

行政書士会名 実施事項（名称等） 実施内容（概要）

02 秋田県行政書士会 無料相談会 ・日時：令和5年2月18日（土）11：00～15：00
・場所：北都銀行御所野支店
・内容：対面による無料相談
※日時、場所については変更の可能性があります。

03岩手県行政書士会 暮らしと事業の電話無料相談会、自治体等へ
のポスター配布、ラジオＣＭにて行政書士記
念日、電話無料相談会のＰＲ活動

・日時：令和5年2月22日（水）10：00～15：00
・内容：電話による無料相談会
・TEL：　0120-273-308

04 青森県行政書士会 TV広告 ・日程：令和5年2月22日（水）予定
・内容：青森放送、青森テレビ、青森朝日放送にてCMを放送

05 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5年2月19日（日）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）相談も対応
する。相談者、相談員ともに女性限定。

06 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5年2月23日（木・祝）13：00～15：30
・場所：エル・パーク仙台　6階　スタジオホール
・内容：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（入場無料）

07 山形県行政書士会 無料相談会 ・日時：令和5年2月22日（水）10：00～16：00
・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

08 東京都行政書士会 （1）＃困り顔アニマルフォトコンテスト
（2）東京メトロ駅ばりポスター

（1）・募集期間：令和4年12月1日（木）～令和5年1月31日（火）
　　 ・場所：インターネット上
　　　 https://www.tokyo-gyosei.or.jp/topics/special/photo-con2023/
　 　・内容：ARフォトフレームとTwitterを利用したフォトコンテスト
 　　　令和5年2月22日（水）の行政書士記念日に結果発表

（2）・場所：銀座駅
　　　  2月20日（月）〜3月5日（日）2週間
　　 ・場所：新宿駅
　　　  2月22日（水）〜2月28日（火）1週間
　　 ・場所：東京駅
　　　  2月20日（月）〜2月26日（日）1週間
　　　　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/2023/0220.html

09 神奈川県行政書士会 市民公開講座 ・日時：令和5年2月23日（木・祝）開場13：30　講演14：00～16：00
　　　　写真パネル展示は11：00～16：00頃で予定
・場所：情報文化センター6階　情文ホール
・内容：「終活と社会貢献～遺言が救う未来～」＆国境なき医師団写真パネル展示「紛争のなかで生きる
子どもたち」
　　　　講演1「ともに生きる命の輝き　紛争地の医療現場から」
　　　　　　　講師：NPO法人国境なき医師団日本副会長　外科医　久留宮　隆　氏
　　　　電子紙芝居の上演「おしどり夫婦の終活奮闘記」
　　　　講演2「遺言の話」
　　　　　　　講師：横須賀公証役場　公証人　前澤　康彦　氏

11 茨城県行政書士会 令和5年新春交流会 ・日時：令和5年2月22日（水）14：00～15：30
・場所：水戸京成ホテル
・内容：賀詞交歓会

12 栃木県行政書士会 （1）市民公開講座＆無料相談会
（2）無料相談会
（3）新聞広告

（1） ・日程：令和5年2月11日（土・祝）
　　　・場所：コンセーレ　アイリスホール
　　　・内容：13：30～　市民公開講座「相続・遺言について」
　　　　　　　14：30～　対面による無料相談会

　　　・日程：令和5年2月18日（土）
　　　・場所：あしかがフラワーパークプラザ　第5講習室
　　　・内容：13：00～　市民公開講座「遺言・相続・成年後見について」
　　　　　　　14：00～　対面による無料相談会

　　　・日程：令和5年2月23日（木・祝）
　　　・場所：キョクトウとちぎ蔵の街楽習館　1階　大交流室
　　　・内容：13：30～　市民公開講座「相続及び遺言・民事信託契約について」
　　　　　　　14：30～　対面による無料相談会

　　　・日程：令和5年2月25日（土）
　　　・場所：いきいきふれあいセンター　大会議室
　　　・内容：14：00～　市民公開講座「遺言書の書き方について」
　　　　　　　15：00～　対面による無料相談会

（2） ・日時：令和5年2月27日（月）13：30～16：00
　　　・場所：佐野市役所1階　市民活動スペースＡＢＣ
　　　・内容：対面による無料相談会

（3）・日程：令和5年2月5日（日）
　　 ・内容：下野新聞、読売新聞（地方版）にイベント内容を全5面広告で掲載

13 埼玉県行政書士会 （1）新聞広告、ラジオCM等 ・日時：令和5年2月19日（日）10：00～16：00
・場所：コルソ浦和1Fコンコース
・内容：ユキマサ君と輪投げやゲームをして遊ぶ場を設けると共にティッシュ等を配り広く行政書士会を
PRする（相談は行わない）

14 群馬県行政書士会 無料相談会 ・日時：令和5年2月22日（水）13：00～16：00
・内容：電話及び対面による無料相談会
・電話相談ダイヤル：027-235-8340（当日時間内のみ利用可）
・対面相談場所：前橋商工会議所3階アネモネ（前橋市日吉町1丁目8-1）
・問い合わせ先：群馬県行政書士会　TEL　027-234-3677



令和4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）

行政書士会名 実施事項（名称等） 実施内容（概要）

（1）詳細につきましては、各支部にお問い合わせください。
【東信支部無料相談会】（TEL　0268-25-8720）
・日時：令和5年2月18日（土）10：00～15：00
・佐久会場：佐久市佐久平交流センター（佐久市佐久平駅南4番地1）
・上田会場：上田市西部公民館（上田市常磐城五丁目4番34号）
・内容：対面による無料相談会
・備考：電話予約制（令和5年2月1日（水）より受付開始。9:00～17:00の間に東信支部事務局TEL　0268-
25-8720へお申し込みください。）

【諏訪支部無料相談会】（TEL　0266-57-5503）
・日時：令和5年2月19日（日）10：00～16：00
・場所：駅前交流テラスすわっチャオ（諏訪市諏訪1-6-1 ｱｰｸ諏訪3階）
・内容：対面による無料相談会

【中信支部無料相談会】（TEL　0263-87-3798）
・日時：令和5年2月16日（木）10：00～15：00
・場所：安曇野市役所（安曇野市豊科6000番地）
・内容：対面による無料相談会

・日時：令和5年2月17日（金）10：00～15：00
・場所：塩尻市市民交流センター（えんぱーく）（塩尻市大門1番町12-2）
・内容：対面による無料相談会

・日時：令和5年2月18日（土）10：00～15：00
・場所：松本市勤労者福祉センター（松本市中央4丁目7番26号）、筑北村役場（東筑摩郡筑北村西条
4195）
・内容：対面による無料相談会

・日時：令和5年2月19日（日）10：00～15：00
・場所：大町市総合福祉センター（大町市大町1129）
・内容：対面による無料相談会

・日時：令和5年2月23日（木）10：00～15：00
・場所：上松町ひのきの里総合文化センター（木曽郡上松町大字上松159番地8）
・内容：対面による無料相談会

【北信支部無料相談会】（TEL　026-229-6388）
・日時：令和5年2月14日（火）9：30～12：00
・場所：東長野いこいの家（長野市吉田5-9-26）
・内容：対面による無料相談会
・備考：要予約

・日時：令和5年2月16日（木）13：30～16：00
・場所：かがやきひろば湯福（長野市箱清水3-11-17）
・内容：対面による無料相談会
・備考：要予約

・日時：令和5年2月27日（月）13：30～16：00
・場所：須坂商工会議所（須坂市立町1278-1）
・内容：対面による無料相談会
・備考：要予約

【南信支部無料相談会】
・日時：令和5年2月5日（日）10：00～15：00
・場所：エスバード202号（飯田市座光寺3349-1）
・内容：対面による無料相談会
・備考：問い合わせ先0265-49-4213

・日時：令和5年2月8日（水）13：00～16：00
・場所：南信支部事務所（伊那市西春近5140-3）
・内容：対面による無料相談会
・備考：要予約（TEL　0265-73-2208）

（2）信濃毎日新聞にイベント内容を掲載（掲載日未定）

16 山梨県行政書士会 （1）無料相談会
（2）新聞広告

（1）-1 県下5支部による無料相談会
　　　・日時：令和5年2月4日（土）10：00～16：00
　　　・場所：須玉ふれあい館
　　　・内容：対面による無料相談
　
　　　・日時：令和5年2月9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
 
　　　・日時：令和5年2月20日（月）10：00～16：00
　　　・場所：甲府市総合市民会館
　　　・内容：対面による無料相談
　
　　　・日時：令和5年2月23日（木・祝）10：00～16：00
　　　・場所：多世代交流施設　富楽時
　　　・内容：対面による無料相談

　　　・日時：令和5年2月23日（木・祝）10：00～16：00
　　　・場所：山梨県青少年センター
　　　・内容：対面による無料相談

（2）　県内市町村広報誌への掲載

（1）-2
　　　・日時：令和5年1月21日（土）10：00～16：00
　　　・場所：山梨県行政書士会館
　　　・内容：女性行政書士による女性のための無料相談
　　　　対面および電話による無料相談
（2）新聞にイベントを記事として取り上げてもらう（予定）
　　　県内ボランティアボードへの掲示

15 長野県行政書士会 （1）行政書士記念日無料相談会
（2）新聞広告



令和4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）

行政書士会名 実施事項（名称等） 実施内容（概要）

17 静岡県行政書士会 （1）ラジオ番組を使ったPR
（2）新聞広告

（1）・日程：令和5年2月2日（木）
　　  ・場所：浜松市
　　  ・内容：無料相談会実施会場に中継車を手配。ラジオ番組内にて行政書士会・行政書士の活動内容を
紹介。

（2）・日程：令和5年2月22日（水）
 　　  ・内容：静岡新聞題字下広告にて行政書士記念日・行政書士制度をPR。

18 新潟県行政書士会 研修会（令和4年2月度実施予定でしたが、
生活衛生同業組合支援・マイナンバー事業・
コロナ拡大等により延期、未実施）

・日程：令和5年2月22日　配信予定
・内容：災害対応に関し、新潟大学教授より講義（令和5年1月又は2月　新潟県行政書士会館　事前収録）

19 愛知県行政書士会 新聞広告 ・日程：令和5年2月22日（水）
・内容：中日新聞（朝刊）に行政書士制度のPRおよび県民の生活向上に寄与するため、「行政書士記念
日」に会員有志を募り両面見開き広告を掲載

20 岐阜県行政書士会 （1）行政書士の日　記念講演会
（2）中日新聞　1面広告

（1）・日時：令和5年2月22日（水）14：30～16：00
　　  ・会場：岐阜市文化センター　小劇場
　　  ・内容：演題「あなたがいるから生きていける」
　　　   　　 講師　矢野きよ実　（パーソナリティー、書家）
　　 ・定員：500名（要申込・先着順）
　　  ・参加費：無料
　　  ・申込方法：岐阜県行政書士会のHPをご覧いただくか、お電話でお問合せ下さい。

（2）・日程：令和5年2月22日（水）
　　  ・内容：中日新聞　朝刊　会員の名刺広告を含む内容で1面広告の掲載

21 三重県行政書士会 （1）無料相談会
（2）新聞広告

（1）・日時：令和5年2月22日（水）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

（2）・日程：令和5年2月18日（土）
　　 ・内容：中日新聞に本会会長と消費者市民ネットワークみえ代表との対談記事と希望会員の名刺広告
を1面広告で掲載

22 福井県行政書士会 無料相談会 ・日時：令和5年2月16日（木）10：00～16：00
・場所：福井市役所1階ロビー
・内容：対面による無料相談、福井新聞にイベント内容広告を掲載

23 石川県行政書士会 （1）行政書士開業セミナー
（2）新聞広告

（1）・日時：令和5年2月11日（土・祝）13：30～17：00
　　　  ・場所：Zoom
　　　  ・内容：行政書士に興味がある方を対象とした行政書士開業セミナー
　　　　　　  第一部　行政書士業務について
　　　　　　  第二部　パネルディスカッション（開業前・後の気になるポイントについて）

（2）・日程：令和5年1月25日（水）
　　 ・内容：北國新聞で（1）の内容及び行政書士記念日についてＰＲ

24 富山県行政書士会 （1）無料相談会
（2）無料相談会開催の新聞広告

（1）・日時：令和5年2月22日（水）10：00～16：00
　　 ・場所：富山県行政書士会館
　　 ・内容：対面及び電話による無料相談

（2）・日程：令和5年2月22日（水）
     ・内容：北日本新聞・富山新聞にイベント内容を半5段広告で掲載

25 滋賀県行政書士会 ローカル局のTV番組に出演 ・日時：令和5年2月24日（金）18:55〜
・場所：びわ湖放送局
・内容：番組の1コーナーに出演

26 大阪府行政書士会 （1）無料相談会
（2）ラジオＣＭ
（3）折込広告

（1）・日時：令和5年2月5日（日）ほか
　　  ・場所：イオンモール大日ほか
         ・内容：対面、電話及びＷＥＢによる無料相談

（2）・日程：1月30日（月）～2月10日（金）
         ・内容：ラジオ大阪にイベント内容のラジオCMを20本

（3）詳細未定

新聞広告 ・日程：令和5年2月14日（火）
・内容：京都新聞にイベント内容を前5段広告で掲載

無料相談会 ・日時　令和5年2月22日（水）10：30～16：00
・場所　ゼスト御池 河原町広場（地下鉄「京都市役所前」駅横地下街）
・内容　対面による無料相談

28 奈良県行政書士会 （1）新聞広告
（2）ラジオ番組出演

（1）・日時：令和5年2月22日（水）頃
 　　・内容：奈良新聞にPR広告掲載

（2）・日時：令和5年2月21日（火）15：30～16：00
  　　・場所：ならドットFMの「先生図カフェ」番組内で記念日等について紹介

29 和歌山県行政書士会 無料相談会 ・日時：令和5年2月18日（土）13：00～16：00
・場所：イズミヤ紀伊川辺店1F
・内容：対面及び電話による無料相談

27 京都府行政書士会
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30 兵庫県行政書士会 （1）新聞広告
（2）ラジオCM・出演
（3）公開セミナー
（4）無料相談会

（1）・日程：令和5年2月1日（水）
　　 ・内容：神戸新聞にイベント内容を全面広告で掲載

（2）・日程：CM　1月15日（日）～2月25日（土）
　　　　　　　出演 2月2日（木）ラジオ関西「羽川英樹ハッスル！」12:10～12：17

（3）・日時：令和5年2月22日（水）14:00～16：30
         ・場所：兵庫県民会館
　　 ・内容：令和4年度行政書士記念日企画権利擁護公開セミナー（ハイブリッド開催）

（4）・日時：令和5年2月11日（土）10：00～16：00
　　 ・場所：アクタ西宮東館2階
　　 ・内容：行政書士によるマイナンバーカード申請サポート無料相談会

31 鳥取県行政書士会 （1）遺言作成セミナー開催
（2）新聞広告

（1）・日時：令和5年2月26日（日）13：30～15：30
　　 ・場所：鳥取市高齢者福祉センター2階第4会議室
　　 ・内容：言書作成セミナー開催

（2）・日程：令和5年2月（掲載日調整中）
　　 ・内容：日本海新聞に行政書士の日の周知広告を掲載

32 島根県行政書士会 行政書士ＰＲ入りポケットティッシュ配布 ・日時：令和5年2月22日（水）8：30～9：30
・場所：ＪＲ松江駅、松江市役所玄関
・内容：行政書士ＰＲ入りポケットティッシュを配布

33 岡山県行政書士会 （1）講演会
（2）無料相談会
（3）新聞広告

（1）・日時：令和5年2月19日（日）13：00～16：00
　　 ・場所：玉島市民交流センター（岡山県倉敷市玉島阿賀崎1丁目10-1）
　　 ・内容：講演及び対面による無料相談

（2）・日程：令和5年2月12日（日）及び2月18日（土）
　　 ・内容：山陽新聞にイベント内容を1面広告で掲載（2月12日）
　　　　 　　 山陽新聞にチラシを封入（2月18日）

34 広島県行政書士会 セミナー ・日時：令和5年2月22日（水）13：00～17：00
・場所：RCC文化センター
・内容：公証人による財産承継のセミナー
　　　　行政書士による土地国庫帰属制度のセミナー

36 香川県行政書士会 （1）無料相談会
（2）県広報誌広告

（1）・日時：令和5年2月19日（日）10：00~15：00
　　 ・場所　イオンモール綾川（3階）　だがしや夢や 前
　　 ・内容  対面による無料相談
 
（2）・日程：令和5年2月初旬掲載
　　 ・内容 ：上記無料相談会のお知らせと行政書士のＰＲを香 川県広報誌に掲載

37 徳島県行政書士会 電話無料相談会 ・日時：令和5年2月22日（水）10：00～16：00
・場所：徳島県行政書士会館
・内容：電話による無料相談

40 福岡県行政書士会 （1）ラジオCM
（2）ラジオ出演

（1）・日程：令和5年2月1日（水）～2月22日（水）
　　 ・内容：ラジオスポットCM20秒延べ30回放送

（2）・日時：令和5年2月20日（月）19：45～20：15（予定）
　　 ・内容：行政書士3名ラジオ出演（行政書士業務の紹介など）

41 佐賀県行政書士会 （1）ゆうちょ銀行での無料相談会（検討
中）
（2）非接触型による広報PR活動（検討中）

（1）・日程：令和5年2月22日（水）（予定）
　　 ・場所：ゆうちょ銀行　佐賀店（予定）
　　 ・内容：対面などによる無料相談（予定）
　　　　※現在、ゆうちょ銀行担当者と調整中

（2）・日程：未定
　　　　※2月のコロナの影響を考慮してPR方法を検討

42 長崎県行政書士会 新聞広告 ・日程：令和5年2月10日（金）
・内容：長崎新聞折込情報誌「とっとってmotto」に当会の宣伝広告（2×3cm）を掲載予定

43 熊本県行政書士会 （1）市民公開講座
（2）新聞広告

（1）・日時：令和5年2月23日（木・祝）13：30～16：30
　　 ・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対面による相談会

（2）・日時：令和5年2月（日にちは未定）
　　 ・内容：熊日新聞にイベント内容を半3段広告で掲載

44 大分県行政書士会 無料相談会 （1）・日時：令和5年2月15日（水）13：30～16：30
　　 ・場所：J:COMホルトホール大分
　　 ・内容：対面による無料相談

（2）各支部ごとの無料相談会

46 鹿児島県行政書士会 無料相談会 ・日時：令和5年2月16日（木）10：00～16：00
・場所：鹿児島山形屋　7階　社交室
・内容：対面による無料相談

47 沖縄県行政書士会 （1）無料相談会
（2）行政書士に関するパネル展示

（1）・日程：令和5年2月22日（水）

（2）・日程：令和5年2月20日（月）～2月24日（金）


