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建設業関連研修会開催
今回の建設業関連研修会は、新型コロナウィル
スにおける緊急事態宣言を受けて、急遽オンライ
ン形式での開催となりました。９月２日（木）
１３時３０分より行われ、それぞれの事務所での
参加者２５名、栃木県行政書士会館での参加者２
名計２７名の参加となりました。
研修内容は前半が「建設キャリアアップシステ
ムの概要と経営事項審査基準の改正について」後
半は「建設業許可、経営事項審査制度から見た事
業承継」についてです。
前半の講師は、一般財団法人 建設業振興基金
建設キャリアアップシステム事業本部 普及促
進部長 川浪様より、後半の講師は、一般財団法
人 建設業情報管理センター東日本支部 次長
小倉様よりご講義いただきました。
前半の講義、建設キャリアアップシステムは、
２０１９年度より本格導入された新しいシステム
であり今回は主に概要について説明がありました。
建設業者の方々にとっては、実際に「現場でどう
対応できるのか」「いつまでに対応をすべきか」
など迷われることもあるかと思いますので、内容

を理解したうえで
同システムを活用
するメリット、ま
たデメリットを整
理し、今後の建設
業のスキルアップ
に役立てればと思
います。
後半の講義は事業承継についてであり、建設業
法の改正内容、事業の代替わりや相続時の事業承
継など身近に起こりうる内容で懇切丁寧にご説明
いただきました。
前半６０分、後半６０分と２時間の研修でした
が、前後半とも大変わかりやすく内容の濃いもの
でした。今回オンラインでの講義であったため、
インターネットの通信状況の不具合等、一抹の不
安もありましたが何事もなく研修会を終了するこ
とができまして皆様のご協力に深く感謝申し上げ
ます。今後も定期的にこのような研修会を企画し
て参りたいと思います。
（建設環境部 福田雅友）

支部長への連絡会の開催
９月７日（火）、コンセーレにおいて支部長へ
の連絡会を開催しました。
毎年定期開催している会議でありましたが、栃
木県においても緊急事態宣言が発出され開催日時
が緊急事態宣言期間中に含まれる事態に陥りまし
た。延期も含め慎重に開催を検討しましたが、
１０月に全国で実施する行政書士制度広報月間に
ついて支部長に説明する必要があるため、日程の
変更は難しいと判断し、充分な感染症対策を施し
た上、開催しました。写真でもソーシャルディス
タンスを確保した上での開催が確認できると思い
ます。
制度推進部からの広報月間の説明や支部への協
力依頼のほか、広報部からは今年度の市民公開講

座に関する検討依頼、総務部からは行事日程の連
絡や会員名簿の確認依頼がありました。
各支部長からも本会の事業に対する意見が出さ
れ、短時間で内容の濃い連絡会となりました。
会員の皆様には、支部の活動について引き続き
ご協力くださいますようお願いします。
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シリーズ「相続」第１回研修会開催
９月１３日（月）１４時から１６時４０分まで
宇都宮市文化会館第１会議室において、シリーズ
「相続」第１回研修会が開催されました。
研修会を開催するにあたり、広い会場を確保し、
一定の距離をとるよう座席は長テーブルに一人掛
けとし、受付での体温測定、アルコール除菌など、
コロナウイルス感染予防対策を徹底して行いま
した。
今回の研修内容は、「相続の相談から受任と実
務の基礎」をテーマに、小山支部の細見愛子会員
に講義をしていただきました。相続業務の取組み
方や相続手続きの流れ、集客の仕方、自身で気を
つけていることなど、経験談を交えてお話いただ
きました。また、仕事をする上で他士業の方々や、
その他の関係者と連携し、ネットワークの大切さ
についてもお話をいただきました。生前の相続対
策として、遺言書の作成や、近年相談が増えてき
ている家族信託についても制度の仕組みや後見制
度との違いなどわかりやすくご説明いただきま

した。
相続業務を行う上で、お客様に寄り添い傾聴す
ることの大切さや、業務に取組む姿勢について、
新入会員の方々にとっては大変貴重な研修内容と
なりました。
市民法務部では、シリーズで相続研修会を行っ
ています。次回は、第２回「民法と相続税の基礎
知識」についてとなります。次回以降もコロナウ
イルス感染予防対策を十分に行い、皆さまの参加
をお待ちしています。
（市民法務部 佐々木真弓）

貨物自動車運送事業研修会の開催
９月１４日１３時３０分より、栃木県行政書士
会２階におきまして、本年第１回目の自動車貨物
運送事業の研修会が受講者７名の参加のもとに行
われました。
本研修会も本年で７回目を迎えて、受講者も延
べ１００人を超えることになりました。
そこで、研修内容について検討を加え、本年度
は実務に直結した内容にするということで、２回
の開催に凝縮して実施することになりました。
第１回の今回は、既に運送業を営んでいる業者
さんが直面するであろう事業計画の変更・定期報
告書の作成等について研修会を実施しました。
事業計画の変更には認可と届出があり、営業所
・自動車車庫・休憩睡眠施設等の変更は認可が必
要になり、車両の増減・営業所の名称変更等は届
出となります。
また、定期に報告しなければいけないものとし
て、実績報告書・事業報告書があります。
今回は、これらの書類の作成要領について実例
を交えての研修でした。

受講生の皆さんは真剣なまなざしで講義に聞き
入り、質問も積極的に行われ、関心の高さが窺わ
れました。
いきなり新規の許可申請よりも、既存の業者さ
んとのお付き合いの中から、事業計画の変更、実
績報告書の作成から受注を受け、貨物自動車運送
事業の実務を覚えていくのが分かり易いのかと思
われます。
第２回目の研修は、新規許可申請についての研
修です。貨物自動車運送事業のプロを目指し、次
回もぜひ受講をしてください。
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（運輸交通風営部 相山有美）

農地法基礎研修会の開催
土地利用開発部では、去る９月２４日小林謙二
会員を講師に農地転用についての基礎研修を開催
しました。研修の在り方については、先に土地利
用全般の研修に続いて２度目のオンライン研修と
なり１５名の参加がありました。
オンラインのメリットは人が集まらずに済むこ
とで、新型コロナ感染の危険がないことですが、
一方的な伝達形式となり、質問等での疑問解消を
図ることがやや難しかったことでした。講師や受
講者の慣れの問題もありますが、今後もオンライ
ンによる研修方式はなくならないと思われますし、
業務においてもオンライン申請の採用が身近なも
のになっていく中で慣れていかなければならない
ものと思います。
研修では農地法３条、４条、５条の許可につい
て農地の区分、申請書の書き方、必要な添付書類
など実例を交えて解説をしていただきました。農
地転用の業務も各市町に権限移譲をされたところ

も多く、その取扱いも担当者によって異なること
が多くあります。この基礎研修が万全ではないこ
とを念頭に置いて業務を進めてください。
土地利用については関連する業務が多彩で、関
連業務に注意しながら取扱い業務を増やしていき
ましょう。

（土地利用開発部 佐藤栄一）

栃木会会員専用ページに掲載されている各手続きの書式について（ご案内）
栃
栃
栃木県行政書士会 会員専用ページにログイン後、最初に表示されるページの「各種
申請様式」から、下記に関する申請の説明と書式がダウンロードできます。
申
書式の種類
内
容
補助者に関する申請
補助者の設置廃止時。補助者証の記載内容に変更があるとき。
有効期限付きの補助者証を保持しており、期限が到来するとき。
職務上請求書の購入
戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書を購入するとき。
申請取次行政書士の申出
（新規・更新）
行政書士登録の変更申請

東京入国管理局に申請取次行政書士として申し出るとき。
栃木会書式のみ掲戴。日行連書式は日行連ＨＰ「連ｃｏｎ」内。
住所、事務所所在地や電話番号、氏名等に変更があったとき。
職印を作り替えたとき。
行政書士登録の抹消・廃業
行政書士を辞めるとき。
単位会変更のときはこの中の「退会届」が必要になります。
証明書等の交付
栃木県行政書士会の会員であることの証明書、職印証明書、日本行政
書士会連合会の名簿に登録されていることの証明書が必要なとき。
会員証等の再交付
会員証、行政書士証票、行政書士登録証をき損、紛失し、再発行する
とき。
慶弔災害見舞金支給願い
栃木県行政書士会慶弔災害見舞金規程の第４条から第７条に規定する
事項に該当したときの報告書式。
ホームページ・会員名簿掲載 栃木県行政書士会のホームページ「栃木県の行政書士をさがす」ペー
取扱業務申込書
ジへ絞込み検索、および会員名簿用の取扱業務の登録、変更用の書式。
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■高齢者等生活サポート項目集 ≪ 連続 24 回シリーズ 第１回目 ≫

高齢者等生活サポート項目集の掲載にあたり

市民法務部

市民法務部は、高齢者の生活をサポートする高齢者支援事業に今期取り組んでいます。
この事業は、「行政書士」が地域の社会資源のひとつとして確立していくことを目的としています。
そのためには高齢者が抱える様々な課題・問題を行政書士が窓口となって、時には各専門職と連携を
図りながら、解決・緩和へ導く実績を重ねていくことが必要となります。
これに向けて私たち行政書士は高齢者を支援する制度や仕組みを理解しておく必要があるため、本号
から約２年に渡り、１項目ずつ高齢者に身近な制度や仕組みなどを掲載していく予定です。
今回は今後の予定も分かるように目次付きです。内容を先んじて確認したい方は、栃木県行政書士会
ＨＰ会員専用ページ事務連絡に全て掲載いたしますのでご活用ください。
※ 掲載する内容は令和３年１月１日時点のものとなります。内容については変更される可能性が
ありますので、利用する際は必ずご自身で調査確認したうえで行ってください。
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■高齢者等生活サポート項目集 ≪ 連続 24 回シリーズ 第１回目 ≫
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■高齢者等生活サポート項目集 ≪ 連続 24 回シリーズ 第１回目 ≫
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栃木県行政書士会カレンダー（１１月）
日
1 月
2 火

総務部会
自動車登録研修会兼丁種封印事前研修会

時
間
13:30～
13:30～15:30

5
8
9

金
月
火

行政書士試験監督員説明会①
行政書士試験監督員説明会②
出張封印（丁種封印指定）研修会

13:30～16:30
13:30～16:30
14:00～15:30

10

水

ＴＩＡ（栃木県国際交流協会）相談会
小山市外国人相談会
広報部会
申請取次新規受付
市民相談会
(於:足利市役所１階市民相談室）
外国人在留資格無料相談
(於:足利市生涯学習センター会議室）
登録説明会
行政書士試験
市民法務部会
ＵＣＩＡ（宇都宮市国際交流協会）相談会
ＫＩＦＡ（鹿沼市国際交流協会）相談会
国際部会
公証人による研修会「任意後見契約を含めた高齢者援助制度
について」（於：栃木県教育会館 ５階 小ホール）
行政書士による相談（於:田沼中央公民館）
（問い合わせ:佐野市市民生活課 0283-20-3014）
ＴＩＡ（栃木県国際交流協会）企業向け相談会
封印報告書確認
行政書士無料相談（於:栃木市役所本庁舎２階市民相談室）
シリーズ「会社設立・企業支援」研修会 第１回
登録説明会
制度推進部会
ＣＡＤ研修会
行政書士無料相談（於:益子町中央公民館）

10:00～
10:00～
13:00～
13:30～
13:00～16:00

運輸交通風営部
封印管理委員会
国際部
国際部
広報部
申取管理委員会
足利支部

13:00～16:00

足利支部

10:00～

総務部

13:30～15:00
15:00～17:00
10:00～
13:30～
14:00～16:00

市民法務部
国際部
国際部
国際部
市民法務部

13:30～16:00

佐野支部

10:00～12:00
13:30～15:00
14:00～16:00
13:30～15:00
10:00～
10:00～
13:30～16:00
14:00～16:00

国際部
封印管理委員会
栃木支部
中小企業支援部
総務部
制度推進部
土地利用開発部
芳賀支部

11
14
15

木
日
月

17

水

18

木

19
22
24
25
26
28

金
月
水
木
金
日

予

定
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主
催
総務部
運輸交通風営部
封印管理委員会

日行連だより
日行連から届いた文書の内、会員の皆様に役立つ文書の表題等を掲載いたします。文書の写し等必要な方
は事務局までご一報ください（要実費）
。
日行連№ 受信日付
文書の表題
695
R3.9.10 技術情報管理手数料の納付操作説明書ついて（周知）
712
R3.9.10 令和３年９月分会費納入について（お願い）
司法研修に係る令和３年度広域講座開設助成金のご案内及び令和４年度に実施する司
738
R3.9.10
法研修に係る広域広告のための「月刊日本行政」のご活用について（お知らせ）
752
R3.9.10 国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底について（周知）
753
R3.9.10 マイナンバーカードの普及促進事業の実施について（お願い）
757
R3.9.10 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインの改正について
762
R3.9.10 駐日大韓民国大使館領事館からのお願い（周知）
771
R3.9.17 国家公務員倫理法令の遵守に関する協力について
849

R3.9.29

「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店の路上利用に伴う道
路占用の取扱いについて」の一部改正について（周知）

【塩 那】

第２回支部役員会の開催について
第 回支
第２
回支部役
部役
役員会
員会の開
の開催に
催につい
催に
ついて
つい
【宇都宮】

宇都宮支部第３回理事会
宇 宮支
宇都
支部第
部第３回理事
３回
回理事
理事会
９月２４日（金）午前１０時より、栃木県行政
書士会２階会議室において、第３回宇都宮支部理
事会が開催されました。
事業活動については、総務経理部・業務指導広
報部・制度推進部に分かれて、具体的な議論が行
われました。
会員の親睦を図る事業や相談会といった、人の
集まる事業については、引き続き密集密接を避け
た制約の多い中での実施となりますが、このよう
な状況だからこそ、より内容を充実させるべく意
見がまとまったように感じました。
散会後、全役員で１０月の行政書士制度広報月
間に向けて、行政窓口等での掲示に御協力をいた
だくためのポスターや配布物を持ち帰りました。

（支局長 小池 学）

１０月２日（土）午前１０時３０分より、「さ
くら市喜連川公民館団体事務室」にて第２回支部
役員会が開催されました。
冒頭、報告事項として２名の新入会者、支部長
への連絡会の内容について、報告されました。
議題では、８
月実施予定の支
部研修会が中止
となり代替案と
して１１月後半
から年内中を目
途にオンライン
での内容などで
検討することに
なりました。
また、各市町
イベントに併せ
た支部無料相談会については、これまで全て中止
となりましたが、強調月間中の１０月３０日に支
部独自で「道の駅きつれがわ」を利用して１０時
から１４時まで実施する方向で決定され、地域で
顔の見える行政書士会として積極的に活躍の場を
作ることになりました。
各機関の所属長に対する制度強調月間の依頼文
やポスターについては、役員が分担して依頼する
ことなど確認し散会しました。
（支局長 石下辰博）

－９－
行政書士とちぎ 2021.10

令和３年度建設業者講習会の開催について
～栃木県県土整備部より～
標記の件について、栃木県県土整備部監理課より案内がありました。
１．日時及び会場
①令和３年１０月２９日（金） １３：３０～１５：３０
那須野が原ハーモニーホール・大ホール（大田原市本町１－２７０３－６）
②令和３年１１月１２日（金） １３：３０～１５：３０
とちぎ岩下の新生姜ホール栃木文化会館・大ホール（栃木市旭町１２－１６）
③令和３年１１月１７日（水） １３：３０～１５：３０
栃木県総合文化センター・メインホール（宇都宮市本町１－８）
※各会場の駐車場は駐車台数に限りがありますので、できる限り公共交通機関または乗り合わ
せの上ご来場ください。
２．内容
①建設業に係る各種制度について（建設業退職金共済制度、建設共済制度）
②建設キャリアアップシステムについて
③建設業許可申請の手続き、経営事項審査の新設項目について
④建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する栃木県計画について
⑤その他
３．申し込み方法
「栃木県電子申請システム」より申し込みを行います。
（申込期間 １０／１
（金）～１０／２０
（水））
詳細については、当会ＨＰ会員専用「業務情報」に掲載されている下記の資料をご確認ください。
令和３年度 栃木県建設業者講習会開催要領.pdf
電子申請システムでの申込方法.pdf

駐日大韓民国大使館領事館からのお願い（周知）
～日行連より～
標記の件について、日行連より、周知依頼がありました。
詳細については、当会ＨＰ会員専用「業務情報」に掲載されている下記の資料をご確認ください。
駐日大韓民国領事館からの文書.pdf

「沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用取扱」一部改正等について
～日行連より～
標記の件について、日行連より、周知依頼がありました。
詳細については、当会ＨＰ会員専用「業務情報」に掲載されている下記の資料をご確認ください。
【日行連発第 849 号】「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上
利用に伴う道路占用の取扱いについて」の一部改正等について.pdf

国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底について（周知）
～日行連より～
標記の件について、日行連より、周知依頼がありました。
詳細については、当会ＨＰ会員専用「業務情報」に掲載されている下記の資料をご確認ください。
国交省事務連絡.pdf
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会員事務所訪問コーナー
会員事務所訪問コーナ

おじゃましま～す！
Ｑ：では、困難だと感じた業務はありますか？ま
た、その困難をどう克服されましたか。
Ａ：申請者が事業をする資金を用意できてないと
か、そもそも事業計画が立っていないようなこと
があると困難な案件と感じます。そんなときは、
申請者に資金調達方法・事業計画をアドバイスし
ます。
Ｑ：業務について大切にしていることは何です
か？
Ａ：仕事のレベルを大切にしています。高いレベ
ルの仕事をするということです。

氏
名
事務所名称
所 在 地
入 会 日

綾部一成
綾部一成行政書士事務所
栃木市藤岡町蛭沼１１８８番地３
平成２３年５月１日

Ｑ：行政書士になろうと思ったきっかけは何で
すか？
Ａ：大学を出てからしばらくフリーターでしたが、
販売のアルバイトをしていたら、販売に目覚めて
しまいました。ゴルフショップに就職しましたが、
そこでゴルフにはまり、ゴルフ漬けの生活になっ
ていきました。ゴルフクラブの組み上げや調整を
する職人をしていたのですが、とにかく忙しい割
に一日に４００万円とか売りあげても給料は変わ
りませんでしたので、辞めました。
法学部を出ていたので、ただ何となく、行政書
士がどういうものかも知らずに行政書士を目指し
ました。
Ｑ：販売に目覚めた！面白い経歴ですね。
そんな綾部会員にとって、行政書士業務で感動し
た業務はありますか？
Ａ：特に無いです。依頼された仕事をやり切るだ
けです。
ただ行政書士をやってみて分かったことは、行
政書士は私にとって今までで一番合っている職業
だということです。自己責任の完全歩合制なので
際限なく稼げるわけですから。

Ｑ：高いレベルの仕事とは具体的にどんなことで
すか？
Ａ：高品質な仕事という意味です。仕上がった書
類がきれいなものであることとか、仕事の漏れが
ないこと、次の世代になってもお客様が困ること
のないような仕事のことです。
Ｑ：専門とする業務はありますか？
Ａ：自動車登録、入国管理業務、風俗営業関係業
務、内容証明代行業務以外はやります。
ただ、一人ですべてやるのではなく、他士業の
方たちと連携をして仕事をしています。
Ｑ：行政書士になったばかりの会員へのアドバイ
スがあればお願いします。
Ａ：わからなかったら、とにかく動くことです。
足を使うことです。そして情報を集めることが大
切です。機動力。とにかく手をつけること。無理
だったら、誰かに引き継ぐことも必要です。業務
が終わるように手配できればいいのだから。
先人から教えを乞い、日々修行し腕を磨き、そ
の技術を後進に伝え、行政書士という職業を遺し
ていける会員になってください。
いつも忙しい綾部会員。現在は栃木支部の副支
部長として栃木支部を盛り上げてくださっていま
す。ご自身の業務だけではなく、会や支部の役員
としての仕事も積極的になさり、家庭では家事も
こなし、お子さんたちとの時間も大切にしていら
っしゃいます。
ちょっぴり破天荒な！！綾部会員、これからの
ますますのご活躍を期待しております。
（支局長 田中順子）
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支局かわら版

佐野市民の心に流れる『秋山川』

今回は、「ふるさと佐野１００選」に選定され
ている「秋山川」をご紹介いたします。
「ふるさと佐野１００選」とは、平成元年ふる
さと意識の高揚と市のイメージアップを図るため
に選定されたものです。
秋山川は、栃木県佐野市を流れる利根川水系渡
良瀬川支流の一級河川です。栃木県佐野市秋山町
の群馬県みどり市との境界に位置する氷室山に源
を発し、佐野市街地を南に流れ、佐野市船津川町
で渡良瀬川に合流します。氷室山から約２キロメ
ートル東に下った源流付近に落差４０メートルの
猿岩の滝があ
ります。
この豊かな
景観と水流に
魅せられ、私
は、３０年近
く前になりま
すが、当時の
会社の仲間達
と渓流釣りを
頻繁に堪能し
た思い出があ
ります。１０
年位前の５月
連休には、佐野市植下町海陸橋下で産卵を迎えた
ウグイの大群が遡上するのを目の当たりにし、ギ
ャラリーとともに、とても感動した記憶がありま
す。コロナ禍以前の各地区の河川敷では、子供連
れのほのぼのとしたバーベキュー風景もよく見か
けられました。
ところが、忘れもしない令和元年１０月の台風
１９号で、自然の猛威を思い知らされることにな
ります。多くの佐野市民が避難し、私も生まれて
以来、初めて命の危険を感じました。自動車は水
没し、住宅は汚泥にまみれ、甚大な被害が出たの
は記憶に新しいところです。私の住む赤坂町では
全国放送で海陸橋付近の決壊の映像が流れました。
地元住民の方々、行政やボランティアの皆様のお
陰様で、ようやく今夏に復旧した感があります。
再度災害防止を目的とする改良復旧事業作業とし

佐野支部

て、自宅前に
設置されたプ
レハブ事務所
も撤去され、
工事車両もな
くなりました
が、猛暑の中
での作業はさ
ぞや大変であ
ったと思いま
す。行政書士
も被害者救済
活動で申請業
務に尽力しま
した。
現在、私は佐野厚生病院付近の秋山川のほとり
を中心にウォーキングをしておりますが、いつも
このことについて、自分一人で生きているのでは
なく、周囲の支えで生かされていることに思いを
はせています。今年は３月末に桜並木が満開にな
り、コロナ禍の秋山川に元気を与えてくれました。
外国人の方々も多数見られました。８月には芝生
の養生も終わり、鮮やかな緑で目の保養になりま
す。河川敷でのサッカーチームの元気な声も聞こ
えるようになってきました。

自然の猛威もありましたが、鮮やかな緑と穏や
かな水流を取り戻した秋山川。休日ともなると晴
れやかな青空の下で散策する佐野市民の姿が多く
見られます。秋山川は、「佐野市民の生活の句読
点」。ぜひ、秋山川の散策をお勧め致します。
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（支局長 坂上隆之）

自動車登録研修会兼丁種封印事前研修会

運輸交通風営部・封印管理委員会 共催

○開催日時 令和３年１１月２日（火）１３：３０～１５：３０
○開催場所 栃木県行政書士会館２階
○研修内容 自動車登録に関する研修と新たに丁種会員となることを希望する方向けの事前研修
を兼ねた研修会です。丁種会員希望の会員は９日の出張封印（丁種封印指定）研修会
も受講ください。
丁種会員希望者向けの効果測定は同月９日の出張封印（丁種封印指定）研修会終了後
に行ないます。効果測定を受けるためには、この研修会の受講が必須となります。
○対 象 者 会員
○定
員 １８名
○講
師 行政書士 飯塚 晃路
○受 講 料 ５００円
○締め切り １０月２７日（水）
※ 丁種会員になるための要件
一 栃木県行政書士会 封印業務の受託に関する規則 第１０条に定める事前研修
を修了すること。
二 本会が定める効果測定に合格すること。または自動車登録に関し３年以上の実
務経験を有していると本会封印管理委員会が認めた場合。

出張封印（丁種封印指定）研修会

運輸交通風営部・封印管理委員会 共催

○開催日時 令和３年１１月９日（火）１４：００～１５：３０
○開催場所 宇都宮市総合コミュニティセンター 大集会室Ａ・Ｂ
（宇都宮市明保野町７－１）
○研修内容 この研修は出張封印に関する研修会ですが、丁種会員の指定研修も兼ねております。
「栃木県行政書士会 封印業務の受託に関する規則」に定められている丁種会員が受
講しなくてはならない指定研修ですので、丁種会員は必ず受講下さい。
○対 象 者 会員、補助者（多くの事務所の方が受講できるように、一事務所、会員１名もしくは
補助者１名でお願いします。
）
○講
師 栃木運輸支局 担当者
○受 講 料 無料
○締め切り １１月３日（水）
※ この研修会に関しては受講者証はお出ししません。

研修会に関する連絡とお願い
今年度の研修会に関し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止ならびに参加される会員の健康を守
新型
ナウイルス感染症の拡大防止ならびに参
るため、県の催物開催の対応を基準として、研修会場の広さに応じソーシャルディスタンスを維持す
るため定員を設け、先着順の受付とします。
申し込みを受け付けた方には「受講者証」を、定員を超えた後に申し込まれた方には「その旨の連
絡文とキャンセル待ち番号」をＦＡＸで返信しますので、申込書にはＦＡＸ番号を必ず記入の上、お
申込みください。キャンセル待ちの方が受講可能になった場合は、前日までにご連絡いたします。

★ 研修会当⽇は必ず「受講者証」をご持参ください。
★ 受講者証受領後、やむを得ず⽋席することになった場合は、速やかに事務局まで
ご連絡ください。（キャンセル待ちの⽅が受講できるようになるため。）
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公証人による研修会「任意後見契約を含めた高齢者援助制度について」
市民法務部 主催
宇都宮公証センター所属 佐藤公証人を講師にお招きし、任意後見契約などにも触れながら高齢
者の援助制度についてご講義いただきます。
今年度も、先着順・定員制となりますが、多くの方のお申し込みをお待ちしております。
○開催日時
○開催場所
○研修内容
〇講
師
○対 象 者

令和３年１１月１７日（水）１４：００～１６：００
栃木県教育会館 ５階 小ホール （宇都宮市駒生１丁目１−６）
「高齢者援助制度について」
佐藤 孝明 公証人（宇都宮公証センター所属）
会員、補助者（多くの事務所の方が受講できるように、一事務所、会員１名もしくは
補助者１名でお願いします。
）
○定
員 ４０名（先着）
○受 講 料 ５００円
○締め切り １１月９日（火）

栃木会の
申請取次行政書士
の動向

新規申出（９月）

４名

更新申出（９月）

２名

申請取次行政書士（９月末現在） １４９名

１０月１日付で「申請取次申出等の提出書類等に関する規則」が改正されました。
★申出の必要書類・費用等、詳細は「会のホームページ－
【会員専用】ページ－各種申請様式
－申請取次行政書士―申請取次行政書士の手続き（説明）
」をご確認ください。
◆新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、日行連の研修会は令和３年度も引き続き、
ＶＯＤ
（ビデオ・オン・デマンド）方式の開催予定です。開催月等の概要と申込書は、日行連
ホームページと「日本行政」に掲載されますので、受講を希望される方は随時、ご確認を
お願いします。
◇実務研修の修了証書の代わりに「理由書」で更新手続きをされた方は、実務研修会を受講し、
「修了証書」の写しを栃木会事務局へ提出（ＦＡＸ、メール添付可）する必要があります。
年度内に申し込みできる実務研修会は残り 1 回のみです。
「理由書」提出による受講猶予措置
も当面の間、継続します（現在は令和３年度中までに有効期限を迎える方が対象）
。
※新規申出は面談の上、受け付けますので予約制となります。
（予約先：０２８－６３５－１４１１）
次回の予約締切日：１０月２９日（金） 受付日：１１月１０日（水）時間は予約時に案内します。
※更新の書類締切は毎月１５日です。
（更新手続きは有効期限の２ヶ月半前から受付開始します。有効期限月のお手続きの場合、期限
内に新たな証明書が届かないことがありますので、期限に余裕を持ってお手続きください。）
【ご注意】顔写真は、写真館、カメラ店または証明写真機で撮影したもの。（ご自分で撮影し
家庭用プリンターで印刷したものは、影が入ったり、鮮明でないものがあり、入管で受付でき
ないことが多いため）※証明写真機の場合は髪で目が隠れたりしないようにご自身でよくご確
認ください。また、証明写真機の場合は頭の先からあごの先まで入りきらないことが多いので
カメラ店等で撮影することをお勧めします。
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シリーズ「会社設立・企業支援」研修会 第１回

中小企業支援部 主催

中小企業支援部では、今年度会社設立や企業支援に関する研修を４回程度のシリーズとして
企画しています。
第１回目では、会社設立スケジュールの立て方から定款の作成、認証後の書類作成や株式会社と
持分会社等との違いなどの説明をします。
２回目以降は事業計画書の作成、事業承継、Ｍ＆Ａの概要、補助金、助成金等について予定して
おります。
（２回目以降の内容については変更の可能性がありますことご了承ください。
）
新入会員の方だけでなく、会社設立業務などに興味のある会員は、是非ご参加ください。
Ｚｏｏｍで行いますが、先着１０名のみ行政書士会館でも受講できます。
○開催日時
○開催場所
○内
容
○講
師
○資
料

令和３年１１月２２日（月）１３：３０～１５：００
栃木県行政書士会館２階からＺｏｏｍによる配信
会社設立支援について
行政書士 金田 修治
申込者には、後日ダウンロード方法をＦＡＸまたはメールにてお知らせします。
会場受講者も、ご自身でご用意ください。
○対 象 者 会員
○受 講 料 無料

Ｚｏｏｍ受講希望者
○定
員 ８０名（先着）
○申込方法 メールのみ。研修会名、会員名、登録番号を記載して送信ください。
本会代表メールアドレス：gyosei-totigi@mail.gt9.or.jp
※ 申込者には本会代表メールアドレスから必ず一度返信します。
※ 申込後、１１月１７日正午までに返信メールが届かない場合は、事務局までお問い合せく
ださい。
○締め切り １１月１６日（火）
○受講方法 「Ｚｏｏｍ」を使用します。
（無料にてご利用可能です。
）
※ 聴講にはインターネットに接続されたスピーカー付きのパソコン（又はスマートフォン、タ
ブレット等）が必要です。事前に操作方法を各自でご確認ください。
※ 音声や映像の途切れを防止するため、有線でのインターネット接続をお薦めいたします。
※ インターネット接続利用料は各自でのご負担となります。

会場受講希望者
○定

員 コロナ対策のため定員は１０名で基本的には先着とします。受講者証を送信し
ます。
○申込方法 ＦＡＸもしくはメールによる申込。ただしメールの場合は、Ｚｏｏｍ受講希望
者と勘違いする可能性があるため、必ず会場での受講希望と記載願います。
○締め切り １１月１６日（火）
（申し込み状況によっては、期日前に締め切らせていただきます。
）
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ＣＡＤ研修会

土地利用開発部 主催

○開催日時 令和３年１１月２６日（金）１３：３０～１６：００
○開催場所 栃木県行政書士会館２階
○研修内容
本研修会は一部、測量研修会と連動した内容になっていますが、土地関係以外の業務でも
図面が必要な業務で活用できるソフトについて学びますので、この研修会のみの受講も歓迎
します。
１．TS 通信・計算ソフト（会所有）を利用して、TS(測量器械)から PC にデータを取り込み、
SIMA ファイルと JW ファイルを作成します。
２．TriPod で座標計算をして、JW ファイルを作成します。
３．Jw_cad の基本操作を学びます。
Jw_cad は図面作成のフリーソフトです。図面が必要な業務で活用することができます。
○対 象 者 会員、補助者
○講

師 行政書士 稲葉昌俊

○定

員 １０名

○受 講 料 ５００円
○当日必要なもの
各自パソコンをご持参ください。
（マウス必須。タッチパッドでは操作できません。
）
また、パソコンは事前に下記２点の準備をお願いします。
ご自身でインストールや研修用データのダウンロードができない場合は、土地利用開発部が
作業をお手伝いしますので、１３時までにお越し下さい。
１．
「研修セット」をダウンロードする。
栃木県行政書士会の会員専用ページの事務連絡欄に、研修会当日に使用するソフトと
データを圧縮ファイルにして掲戴してありますので、デスクトップにダウンロードし、
解凍して下さい。
２．
「研修セット」を開いて下記のソフトをインストールする。
インストール先はＣドライブにお願いします。画面案内に従って作業を進めますと、
Ｃドライブにインストールされます。
⑴ jww711.exe を実行し Jw_cad をインストールする。
⑵ xrun_setup.exe を実行する。
（TriPod を使用するためのデータセットです。
）
⑶ TRIPOD.exe を実行し TriPod をインストールする。
⑷ Jw_cad と TriPod のショートカットをデスクトップに作成しておいてください。
上記⑴⑵はホームページ http://www.jwcad.net/download.htm
(※最新版の Version8.10b をダウンロードしないようにご注意ください。)
及び http://www.e-tripod.net/htm-dir/soft.html からもダウンロードできます。
○締め切り １１月１９日（金）
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産業廃棄物収集運搬業 特別研修会(新規・更新共通)
建設環境部・中小企業支援部 共催
栃木県内における産業廃棄物処理業若しくは特別管理産業廃棄物処理業又は産業廃棄物処理施
設設置の許可申請に係る診断書等の作成に関する研修会を下記要領にて開催します。本特別研修
を修了することにより、経理的基礎の審査基準（追加書類）にある、中小企業診断士などに、行
政書士も含まれることとなります。
なお、診断書の客観性を担保するため、申請書の作成または申請の代理を行う行政書士とは別
の行政書士が作成したものであることが要件となりますのでご注意下さい。
【更新の方へ】
】
下記研修会を受講した場合、次の修了証の有効期間は２０２７年３月３１日までとなります。
（修了証の有効期間：修了証の交付日が属する事業年度の翌事業年度から起算して５年後の事業
年度終了の日まで）
○開催日時 令和３年１２月１日（水）９:３０～１７:００
○開催場所 栃木県教育会館 ５階 小ホール（宇都宮市駒生１丁目１番６号）駐車場あり
○研修内容
時 間 割

研 修 科 目

講 師
顧問弁護士

１時間目

9：30～11：00

廃棄物の処理及び清掃に関する法律概要
伊藤幹哲
行政書士

２時間目

11：10～12：40

産業廃棄物収集運搬業許可申請の実務
青木裕一
行政書士

３時間目

13：30～15：00

財務諸表に基づく経営分析
松本伸一
行政書士

４時間目

15：10～16：40

産業廃棄物収集運搬業の経営診断書作成の実務
一戸養子

○対 象 者 行政書士
○定

員 ３０名

○受 講 料 ２,０００円（１科目５００円 全４科目）
○締め切り １１月１９日（金）
※途中での入退室、中座の場合は、出席扱いはせず修了証の発行は行いません。
※４科目を修了した行政書士には、４時限目終了後、栃木県行政書士会より修了証を交付します。
※行政書士が作成する診断書類を提出する場合は、修了証の写しを添付することとなっており
ます。
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研

修

名

１１/２

自動車登録研修会兼
丁種封印事前研修会

５００円 １０/２７

１１/９

出張封印（丁種封印指定）研修会

無 料

１１/３

５００円

１１/９

１１/１７

公証人による研修会
「任意後見契約を含めた
高齢者援助制度について」

１１/２２

シリーズ「会社設立・企業支援」 無 料 １１/１６
研修会 第１回
ＺＯＯＭでの受講希望者はメールでお申し込みください。

１１/２６ ＣＡＤ研修会
１２/１

５００円 １１/１９

産業廃棄物収集運搬業
特別研修会(新規・更新共通)

２,０００円 １１/１９
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（令和 3 年 9 月 30 日現在）

栃
高橋

塩
室井

3200027

つぐみ行政書士事務所

R3.9.15

3292136

行政書士室井総合事務所

R3.9.15

実

宇都宮
松井

3280075

行政書士高橋実事務所

R3.9.1

木

貴子
那
隆朗

【変 更】
支 部
氏 名
宇都宮
坂本栄一朗
宇都宮
髙松 順子

0282-23-4038

栃木市箱森町 17-59

宇都宮市塙田 4-6-21

070-8580-1431

0287-47-5616

矢板市東町 3002-3

変更事項
変 更 内 容
所在地／電話番号 宇都宮市上田原町 952-148 ／ 028-348-1868
0120-056-506
電話番号

９月上旬は驚くくらいに寒かったですが、
皆様お元気でお過ごしでしょうか？
９月７日に富士山の初冠雪があったとの事
ですが、平年よりも２５日、昨季からは２１
日も早かったそうです。朝晩肌寒く感じる事
も増え、例年に比べ秋の気配も早足で近づい
ているように感じます。変異株の感染拡大も
ありますし、体調管理には気をつけて行きた
いですね。
（広報部 小太刀庸恭）
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