
平成26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）

行政書士会名 事業 内容

■行政書士記念日のTV・ラジオCM STVのTVCM・ラジオCMにより、行政書士記念日、行政書士業務を紹介する。

■広報誌「行政書士になろう」の発行 行政書士制度、行政書士業務の理解を深めるため、広報誌「行政書士になろう」を発行し、
専門学校や大学等に配布する。

■本会の無料相談会の実施 本会で、2月21日・22日に無料相談会を実施する。

各支部においても、2月22日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する。
○札幌支部…無料相談会
   (会場：地下歩行空間・憩いの空間～行政書士制度広報パネル設置(2月15日実施))
○函館支部…無料相談会
   (会場：中島れんばいふれあいセンター～地元商店街の協力を受け相談者にお買い物券を渡す(日程は未定))
○小樽支部…無料相談会
   (会場：長崎屋小樽店１階公共広場(2月18日実施))
○空知支部…無料相談会
   (会場：滝川市  二黄会館)
○旭川支部…無料相談会
   (会場：旭川市神楽公民館)
○網走支部…無料相談会
   (会場：滝上町役場(2月20日実施))
   (会場: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(2月22日実施))
○室蘭支部…無料相談会
 （会場：中小企業センター(2月21日実施))
 （会場：鉄南ふれあいセンター(2月28日実施))
 （会場：歴史の杜カルチャーセンター(2月28日実施))
 （会場：洞爺湖町役場(2月21日実施))
○苫小牧支部…無料相談会
 （会場：苫小牧市民活動センター(2月26日実施))
○日高支部…新聞広告掲載
○十勝支部…無料相談会
 （会場：とかちプラザ1階大集会室)
○釧路支部…無料相談会
 （会場：釧路市役所1階ロビー(2月12日実施))
○根室支部…無料相談会
   (会場：日専連根室ビル2階Bホール(2月21日、22日実施))

○テレビ展開
テレビCM(日行連ユキマサくんを起用した15秒テレビCM。IBC岩手放送 第2週～第3週 放送本数30本)、
IBC岩手放送「じゃじゃじゃTV」番組への90秒間スポットPR

○バス広告
行政書士の業務の詳細を記載したバス車内吊り広告(ポスター)県内各路線バス250台 10日間

青森県行政
書士会

■テレビCM(15秒スポット)を放送予定

放送日：2月21日～22日
    RAB青森放送(計4回)
    ATV青森テレビ(計5回)

放送日：2月20日～22日
    ABA青森朝日放送(計6回)

以上テレビ局3社でテレビＣＭ(15秒スポット)を放送予定

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:平成27年2月15日(日) 11時～16時
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: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
書士会 ■「『東北弁』落語で知る行政書士のしごと」

セミナー＆無料相談会
日時：平成27年2月22日(日) 13時～16時30分
会場：仙台市シルバーセンター 6階第2研修室
   (仙台市青葉区花京院1丁目3番2号）

費用：無料

茨城県行政
書士会 ■平成27年新春交流会

日時：平成27年2月22日(日)
 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)
 水戸市三の丸1－4－73  電話029－226－3111

次第：第1部【新春講演会】 午後2時22分~
 演題未定・講師未定

         第2部【新春交流会】 午後3時45分頃～

■支部の無料相談会の実施

北海道行政
書士会

岩手県行政
書士会

■行政書士記念日(行政書士制度広報)広告
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栃木県行政
書士会

■市民公開講座 「相続・遺言・成年後見について」（無
料相談会 同時開催）

身近な問題である相続・遺言・成年後見について、行政書士がやさしく丁寧に解説
します。講座終了後、無料相談会も実施します。

《高根沢会場》
平成27年2月15日(日) 13時30分～ 元気あっぷむら 多目的ホール
《那須塩原会場》
平成27年2月22日(日) 14時～ いきいきふれあいセンター
《壬生会場》
平成27年2月22日(日) 14時～ 壬生中央公民館 2階研修室(定員80名)
《宇都宮会場》
  平成27年2月28日(土) 13時30分～ 宇都宮市文化会館 第1会議室(定員100名)

○県内各支部において、2月22日前後に無料相談会を開催。

○2月13日にSBCラジオ放送で会長インタビューの生放送。
   インタビューでは、2月22日が行政書士記念日であること、
   行政書士業務及び各支部において実施する無料相談会開催について語る予定。

○上記無料相談会の案内を新聞広告、各市町村発行の市報等への掲載、有線放送等でお知らせ。

愛知県行政
書士会

■2月22日行政書士の日 中日新聞全面広告掲載

○行政書士業務PR
○会員による個人広告
○3月7日(土) 遺言・相続に関するセミナーと公証人との合同相談会開催広告
○国土交通省住宅セーフティネット基盤強化推進事業
「賃貸トラブル無料相談会」開催広告
○ADRセンター愛知PR

福井県行政
書士会

■無料相談会の開催

○エルパホールで無料相談会を開催
   日時：平成27年2月22日(日) 10時～16時
   場所：大型商業施設「エルパ」 エルパ2Ｆ
○福井新聞に開催案内の広告を掲載

■無料相談会 平成27年2月20日(金)に、渉外広報部と国際部の共催

■新聞広告

■行政書士による外国人入管・帰化無料相談会

日時：平成27年2月1日（日）11時～17時
場所：なんばウォーク内クジラパーク
内容：一般市民が多く行き交うショッピングセンター街で、5カ国語を対応できる行政書士が、外国人に関する入管や帰化、
        飲食店営業許可や風俗営業許可について、外国人のみならず外国人を雇用する日本人経営者も対象とした
        無料相談会を開催する。当日は、ラジオ大阪の女性アナウンサーが案内・進行役として参加し、
        ユキマサくんの着ぐるみも登場する。

■建設業シンポジウム「建設業界の明日を読む！」

日時：平成27年2月14日(土) 13時～16時
場所：大阪国際会議場(グランキューブ大阪) 約200席
対象：建設業者及び建設業関係者
費用：無料
内容：建設業者を取り巻く社会的規制、経営環境の厳しさ等について有益な情報を提供し、建設業界の将来を考える。

 第1部 基調講演
                    経済ジャーナリスト 須田慎一郎氏

 第2部 パネルディスカッッション
  パネリスト 国土交通省近畿地方整備局、大阪府、大阪府社会保険労務士会、大阪府行政書士会

■会報「行政書士大阪2月号」特別企画の掲載
内容：本会の北山会長と髙尾・奥山・土井各副会長にインタビュアーがインタビューを行う座談会形式。
         これからの行政書士像や行政書士倫理をはじめ、行政書士法の改正や平成26年6月に落成した
         本会新会館などについて、日頃の意見や苦労話を交えた内容で構成する。

■ラジオＣＭの実施
内容：平成27年1月中旬から2月中旬にかけて上記1と2の事業についての一般市民へのPR広告と、
         行政書士の知名度向上の為、OBCラジオ大阪で20秒のスポットCM75本と行政書士が生出演をしてPRする
         インフォマーシャルCMを2回放送する。

■京都新聞府内版に広告掲載 記事下5段で、行政書士制度、業務について及び市民向けセミナー、府内7支部での相談会の告知を行う。

■KBSラジオ番組に出演 対談式の番組に出演し、行政書士制度、業務等をPRする。

■無料相談会 2月22日、本会会館において、無料相談を実施する。

■市民向けセミナー 同日、本会会館において市民向けセミナーを実施する。

奈良県行政
書士会

■街頭ＰＲ活動【三条通クリーンアップと親睦ボウリング大会】

○街頭ＰＲ活動
   奈良市内の公衆道路で社会貢献として、清掃奉仕活動を行い、制度のＰＲを行う。
   合わせて会員対象に、ボウリング大会を行い親睦を深め、相互の連携を深める。

   日時：平成27年2月21日（土）
13時～ 三条通クリーンアップ
15時15分～ ボウリング

和歌山県行
政書士会

■無料相談会 ○13時～16時の間にて本会事務局別室にて無料相談会を開催。
○広報として県民の友へ掲載する。

京都府行政
書士会

大阪府行政
書士会

長野県行政
書士会 ■「行政書士記念日」に向けて

富山県行政
書士会
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兵庫県行政
書士会

■行政書士記念日市民講座

日時：平成27年2月22日(日) 13時～17時

場所：兵庫県農業共済会館
   神戸市中央区下山手通4丁目15番3号

《プログラム》
13時～14時30分        田島 隆氏（「カバチタレ！」原作者）

       「みなさん知ってますか？行政書士って」
14時40分～15時30分 三遊亭楽団治氏 落語・講談「高齢者」・振込め詐欺

         「元気はつらつ すこやか人生」
15時40分～16時25分 兵庫県警 「(仮題) 消費者被害について」
16時25分～16時55分 無料相談会

○神戸新聞での周知

鳥取県行政
書士会

■行政書士記念日セミナー「遺言書を書いてみましょう」

内容：自筆証書遺言の書き方を説明
日時：平成27 年2月21日 13時30分～15時30分
場所：倉吉福祉センター 大会議室

  倉吉市福吉町１４００（旧福祉会館）
講師：宮下 清晴 他(本会会員)
定員：30名
申込：電話（事務局／0857-24-2744）
         申込期限2月13日(金)まで

■知的資産経営セミナーの開催

日時：平成27年2月17日(火) 13時～15時30分
場所：岡山商工会議所
対象：経営者、創業をお考えの方
内容：1．マンガで学ぶ知的資産経営入門
              ～創業・第二創業・新経営戦略のために～
         2．融資で得して、自社の成長を早める
              ～知的資産経営報告書の効果と活用～
主催：岡山県行政書士会／岡山商工会議所 共催

■ADRに関するミニ市民講座の開催

行政書士ADRセンター岡山は、表町 千日前商店の一角に事務所を構えていることから、表町商店街が主催する
「まちゼミｉｎ表町」に参加し､市民へ無料で専門家としての知識､情報や活用法を伝えるミニ講座を開設する。
日時：平成27年2月22日(日) 14時～15時
会場：岡山県行政書士会館
内容：身近なトラブル（自転車事故、ご近所付き合い等のちょっとしたトラブル等）について、
         話し合いにより解決する方法等

■無料相談会の開催

○出張無料相談会
   地域住民との繋がりを深めるため、毎月23日は｢日限(ひぎり)のお地蔵さん(大雲寺)の縁日｣にて、無料相談会を実施。
   日時：平成27年2月23日(月) 15時～19時
   会場：岡山市北区千日前商店街 アーケード

○定例無料相談会
   ①日時：平成27年2月4日(水)  13時～16時
      会場：岡山県行政書士会館
   ②日時：平成27年2月16日(月) 13時～16時
      会場：倉敷市役所
   ③日時：平成27年2月25日(水) 13時～16時
      会場：岡山市役所

広島県行政
書士会

■ラジオCMの実施 平成27年2月初旬から3月上旬にかけて行政書士業務のPR広告と知名度向上の為、
RCCラジオで20秒のスポットCMを60本放送する。

香川県行政
書士会 ■無料相談会の実施 平成27年2月22日(日) 10時~15時の間に、行政書士記念日事業として、

「一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターコスモスかがわ」と連携して、無料相談会をイオン綾川で実施する。

愛媛県行政
書士会 ■事業承継フォーラムin愛媛

日時：平成27年2月19日 13時～17時
場所：テクノプラザ愛媛（愛媛県松山市久米窪田町337-1）
人数：150名
対象：中小企業事業者、中小企業支援機関、地方自治体、

 金融機関、行政書士等
《プログラム》
【第1部】基調講演

 講師：ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱ 代表取締役 大山雅巳 様
 テーマ：「会社のDNAを未来につなぐ」

                    ～知的資産経営の視点からの事業承継：
事業の意義、魅力、価値を活かす視点～

【第2部】パネルディスカッション
 テーマ：「知っておきたい事業承継のポイント！」
 モデレーター：大山雅巳 様
 パネリスト：竹本工業株式会社 代表取締役 竹本康明 様

   福泉株式会社 代表取締役 福泉秀人 様
   金融機関 担当者 様
   行政書士 西元康浩

福岡県行政
書士会

■講演会の開催（名称未定）

2月22日に、元警視庁刑事の北芝健氏を講師に招き、危機管理や地域防犯など、会員の業務に伴う
「身の守り方」に関する講演を行う。
本会の主催で行うが、今年度業務提携を行った福岡商工会議所や福岡県商工会連合会にも後援を依頼し、
広く一般市民の参加も募る予定である。

岡山県行政
書士会



平成26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）

■日行連との共催による「知的資産経営WEEK2014シ
ンポジウムin佐賀」を開催

日時：平成27年2月16日(月) 13時～17時
場所：グランデはがくれ
         佐賀市天神2丁目1番36号
内容：【基調講演】

龍谷大学政策学部 中森孝文教授
 【事例発表】

        有限会社 いづみや珈琲
佐賀冷凍食品株式会社
株式会社 藤正（有田焼プロユース産地問屋）
 【パネルディスカッション】

         「企業の宝を活かす！元気九州！佐賀発信！」
定員：250名
申込：佐賀県行政書士会事務局
TEL：0952-36-6051  FAX：0952-32-0227

■伊万里支部において無料相談会を実施 日時：平成27年2月22日(日) 10時～15時
場所：伊万里町公民館

長崎県行政
書士会

■子育てしながら起業し輝いている女性のサミット

行政書士記念日事業として長崎県行政書士会が中心となり、子育てをしながら起業している女性が構成員である
「ＮＰＯ法人マミーズサミット」を招き、事例発表及びパネルディスカッションのサミットを開催する。
終了後、講演者との直接座談会や行政書士の無料相談会を予定。

日時：平成27年3月8日（日）13時～16時
※16：00以降座談会・無料相談会

場所：長崎市立図書館 1階 新興善メモリアルホール
対象：起業に興味がある一般の方・行政書士 １００名程度
費用：無料
主催：長崎県行政書士会・経済産業省九州経済産業局・ＮＰＯ法人マミーズサミット
後援：長崎県

■熊本県行政書士会PRグッズ製作
○「熊本県行政書士会」と「ユキマサくん」を印刷した付箋紙を製作する。
○2月の高校生出前講座で教員及び生徒用に持参し、「行政書士記念日」をPRする。
   また、官公署訪問時や相談会の配布用として通年活用する。

■会館懸垂幕 ○行政書士会館正面に「2月22日は行政書士記念日」の懸垂幕を掲げPRする。

鹿児島県行
政書士会

■2月22日 行政書士記念日 無料相談会 日時：平成27年2月22日(日) 10時～16時
場所：鹿児島中央駅西口 出逢い杉広場

■行政書士記念日相続無料相談会 日時：平成27年2月23日（月）10時～16時
場所：沖縄県行政書士会会議室

■行政書士記念日講演会

演題：民法改正について（仮題）
講師：沖縄国際大学 教授 末崎 衛 氏
日時：平成27年2月26日（木）14時～15時30分
場所：沖縄県立博物館・美術館 博物館講座室

佐賀県行政
書士会

熊本県行政
書士会

沖縄県行政
書士会


