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　３月１０日（木）１１時より、栃木県行政書士

会館会議室にて、総務部主催「登録事前相談会」

が開催されました。

　行政書士試験合格発表後の例年３月に、栃木県

行政書士会に登録をしようと考えている方を対象

にした相談会で、現役の行政書士が登録に関する

質問や疑問に答え、これから登録を考えている方

々の不安を解消する目的で開催しており、今回で

１３回目となりました。

　今回は１２名の方にご参加いただき、事務所設

置についての考え方から、報酬の設定について、

仕事の進め方、本会における研修会についてとい

った、行政書士登録を予定される方が気になる多

くの質問が積極的に寄せられました。

　４０年以上にわたり様々な業務を続けてこられ

た総務部担当関副会長と、平成一桁の時代に登録

された中三川総務部長、開業３年目の私が回答し

ました。私自身も地道に続けていく秘訣を考える

機会になりました。

　いただいたご質問は、行政書士業務を行ってい

く上でいずれも大切な事です。

　栃木県行政書士会では、「登録説明会」を毎月

開催しておりますので、今回は参加されなかった

ものの、登録申請をしようと考えられている方は

お気軽にお問い合わせいただきたいと思います。

　　　　　　　　　　　　（総務部　小池　学）

登録事前相談会の開催

栃木会の

申請取次行政書士

の動向

新規申出（３月）　　　　　　　　　　２名

更新申出（３月）　　　　　　　　　　２名

有効期限切れによる減少　　　　　　　３名

申請取次行政書士（３月末現在）　１５１名

★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：４月２８日（木）　受付日：５月１２日（木）時間は予約時に案内します。

　注）通常第２水曜日が受付日ですが、５月は都合により５月１２日（木）となります。

【令和４年５月末日に届出済証明書有効期限を迎える方で、４月ＶＯＤの実務研修会の修了証書を

使って更新手続きを予定している方は、手続きについて、事前に栃木会事務局までご相談ください。】

「日本行政４月号」４２ページに年間の開催日程と修了証書発送予定日が掲載されております。

新規・更新とも、受講予定の方は日程・申込期間をご確認ください。

※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。）
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１．「申請用紙」と「控え用紙」について

（ア）控え用紙の上から、職務上請求に該当する

ことが明確になるよう、具体的に必要事項すべて

に記入し、職印を押印します。

補助者が使者として請求する場合は、補助者欄

の記入と補助者の押印も必要です。

（イ）控え用紙に請求内容の記録が残らないとい

けません。

また、書き損じた場合や記入後に使用しなかっ

た場合も、「控え用紙」及び「請求用紙」は、綴り

から切り取らずに残しておきましょう。

上記（ア）（イ）は、「職務上請求書取扱いの手

引き」（栃木県行政書士会発行）の１４ページより

抜粋しましたが、実際に使用済み控え用紙の確認

作業をしていく中で、使用した年月日や補助者欄

の記載が欠けているといった事例を見掛けます。

職務上請求書とは、士業者の極めて厳格な管理

が求められるものであり、とりわけ書類作成の専

門家である行政書士においては、より高度な配慮

が必要になります。

例えば、請求者（事務所所在地・事務所名・行

政書士氏名）は、毎回相違することはないため、

控え用紙に記入されていない事例も見掛けますが、

「申請用紙」と「控え用紙」の記載内容が同一と

なるよう、複写用紙となっている趣旨を理解し、

きちんとした証拠を残せるような記載を行う必要

があります。

提出先で請求用紙に加筆をした上で使用される

事もあろうかと思いますが、その際は申請用紙と

控え用紙の内容が相違することが無いよう控えに

追記しておいてください。

万一何らかの問題が疑われた場合でも、提出先

に保管された請求用紙と、控え用紙の内容が同一

であれば、自信を持って証拠の提示が出来ますし、

あらぬ誤解を招くこともなくなります。

２．「請求に係る者の氏名・範囲」について

この「範囲」の箇所は必ずしも記載が必要では

ありませんが、 栃（」き引手のい扱取書求請上務職「

木県行政書士会発行）の１６ページの例として、

『遺産分割協議書作成のために相続人の確定が必

要だからとの理由で戸籍謄本や改製原戸籍謄本を

請求する際に、「請求に係る者」の“出生から死亡

まで”と記入する』、『戸籍の附票を請求する際に、

「請求に係る者」について“○○市△△台１丁目

１番地１が載っているもの”と記入する』とある

ように、いつからいつまでのものが必要か、どこ

の住所が載っているものが必要かなどの範囲を記

載するとの説明があります。このように記載する

ことが、請求先の自治体職員への説明になるため

速やかな交付に繋がります。

記載が無いと、行政書士への問い合わせが発生

することとなりますので、例以外の場合でも、積

極的に記載してください。

なお、「職務上請求書取扱いの手引き」は

【栃木県行政書士会ＨＰ】

↓

【会員専用ログイン】

↓

【職務上請求書の留意点】

よりダウンロード出来ます。この機会に記載例な

ど、御一読いただくことをお勧めいたします。

（職務上請求書管理委員会委員 小池学）

今月号では、毎月の確認作業で多く見られる「記載方法」の注意点を紹介いたします。
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■高齢者等生活サポート項目集 ≪ 連続 回シリーズ 第７回目 ≫
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■高齢者等生活サポート項目集 ≪ 連続 回シリーズ 第７回目 ≫
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■高齢者等生活サポート項目集 ≪ 連続 回シリーズ 第７回目 ≫
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　昨年暮れに予定していた研修会は、１月２９日

（土）午後２時からＺＯＯＭを活用して、支部長

主宰で実施しました。

　研修会は、６名の参加者でしたが、参加者から

コメントの入力方法や本部におけるパワーポイン

トでの資料を使用した研修会の方法などが紹介さ

れました。フリーソフトの活用で制限はあります

が場所を選ばず、コロナ禍で顔の見える有効な一

つの手段として様々な活用方法があることを参加

者は、確認しました。　

　　　　　　　　　　　　（支局長　石下辰博）

　２月１９日（土）１３時３０分より足利市民プ

ラザにおいて市民公開講座が開催され、３０名ほ

どの方が参加された。

　１時限目は、齋藤和久会員による「遺言・相続」

の講義で、齋藤会員が作成した資料を元に、自筆

証書遺言や公正証書遺言、法務局の遺言書保管制

度、相続に関しての基本的なことなど、とても参

考となる講義内容となっていた。

　２時限目は、吉沢文雄会員による「成年後見に

ついて」の講義であった。パワーポイントを使い

ながらの講義で、法定後見、任意後見、成年後見

がどのような場合に必要かなどの講義内容で、み

なさん熱心に聞いておられた。

両講師とも、難しい法律用語などを使わず、優し

い言葉で分かりやすい講義であった。

　講演終了後の無料相談会には１０件ほどの相談

が寄せられ、社会保険労務士、税理士、司法書士、

土地家屋調査士の資格を持つ会員を配置し、多様

な相談に対応できるような体制になっていた。

　　　　　　　　　　　（足利支部　本間美帆）

　３月８日（火）１７時より、那須支部において、

「相続業務に関する研修」をテーマにオンライン

研修会が開催されました。

　参加者は、１３名と多くはありませんでしたが、

新入会員の自己紹介もあり、和やかな雰囲気で行

われました。

　研修は、支部長の一戸会員により職務上請求書

に関わる昨今の状況説明、電子帳簿保存法とイン

ボイス制度－適確請求書保存方式の説明を第１部

に大森会員、田沼会員が相続手続きの疑問をＱ＆

Ａ方式で説明の２部形式で行いました。

【塩　那】

支部支部支部支支支支部支部研修研修研修研修研修研研修会「会「会会「会「会「会「ＺＯＺＯＺＯＺＯＺＯＺＯＺＯＯＯＯＭＯＭＯＭＯＭＯＭＯＯＯＭＯＭＯＭを使を使を使を使を使を使をををを使を使を使ったったったたったったったったたたったたたった
オンオンオンライライライライイイイイイイン会ン会ン会ン会ン会ン会ン会ン会ン会議へ議へ議へ議へ議へ議へ議へ議への参の参の参参の参の参参の参の参参加」加」加」加」加加加」加」」の開の開の開の開の開のの開催に催に催に催に催に催に催催にについついついてててててて

支部研修会「ＺＯＯＭを使った
オンライン会議への参加」の開催について

【足　利】

市民市民市民民市民民市民市民市民民民公開公公公開公開公開公公開公公開開公公開講座講座講座講座講座講座講座座座講座講座開催開催開催開催催開催開催催開催催催市民公開講座開催

【那　須】

那須那須那須那須那須那須那須那須那須那那 支支支支部支部支部支部支部支支部部支部部研修研修研研修研修研修研修研研修会会会会会会会会那須支部研修会



行政書士とちぎ 2022.4

－８－

　相続業務は標準的な流れはあっても相談者一人

毎に内容が違ってきます。寄せられた質問に、大

森会員、田沼会員が回答する方法は、お二人の経

験と応用力が活かされ、判りやすい良い研修会と

なりました。

　　　　　　　　　　　　（支局長　室賀芳明）

　３月２４日（木）午後１５時３０分より、キョ

クトウとちぎ蔵の街楽習館で相続の研修会が行わ

れました。栃木支部の会員であり、司法書士でも

ある佐山隆会員と佐山健太郎会員に講師を務めて

いただきました。鹿沼支部、宇都宮支部、小山支

部の会員の参加もあり、総勢１６名での研修会で

した。　

　相続業務の流れを追いながら、起こることが想

定される問題点について事例を交えながらお話を

していただきました。

　また、不動産の相続登記をしなかったために後

に相続人に起こる問題や相続登記の義務化等、所

有者不明土地の解消に向けた民事基本法の見直し

についても解説をしていただきました。

　行政書士として他士業の方と連携をしながら、

相続人に喜ばれる相続業務にどう取り組んでいく

のかを考えさせられる研修会でした。

　　　　　　　　　　　　（支局長　田中順子）

　３月３０日（水）１３時より１５時まで佐野支

部研修会がＺｏｏｍを使用したリモート形式にて

開催され、支部会員合計１２名が参加いたしまし

た。

　今回の研修会は【いまさら聞けない？顧客重視

でリスク管理！行政書士のためのＩＴ技術入門

（データバックアップ編）】を題目とし、佐野支

部坂上理事が講師を務めてくださいました。

　坂上理事は前職がパソコン製造や電機業界での

コールセンター担当ということもありとても丁寧

で理解しやすいテキストも準備してくださり、基

礎的なことから実践的な内容まで盛りだくさんの

講義となりました。またご自身が保存していたデ

ータを通算４回も消去してしまったという苦い思

い出も話してくださり、データバックアップの大

切さを改めて感じ取ることができました。

　佐野支部では昨年度同様リモートにての支部研

修会開催となりましたが、支部会員のリモートス

キルが向上したこともあり昨年度以上にスムーズ

に研修会を行うことができました。質疑応答だけ

でなくわずかな時間でしたが懇談も行うことがで

きましたので支部会員同士の貴重な交流の場を設

けることもできました。

　来年度も支部役員だけではなく支部会員みなさ

まのご協力をいただきながら有意義な研修会が開

催できますとありがたい限りです。今回講師を務

めてくださった坂上理事、Ｚｏｏｍの設定を担当

された栗原副支部長に改めて感謝申し上げます。

　　　　　　　　　　　（佐野支部　中村光男）

【栃　木】

栃木木栃木木栃木栃木栃木栃木栃木栃栃栃 支支支支部支部支部支支部支部部支部支部研修研修研修研修研修研修研修研修研修研修研 会会会会会会会会会栃木支部研修会

【佐　野】

佐野佐野佐野野佐野野野佐野佐野野野支部支部支部支部支部部支部支部支部部部支部研修研修研修研修修修研修研修研修研修修会開会開会開会開会開会開開会開開会会 催催催催催催催催催催佐野支部研修会開催
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日 予 定 時 間 主 催

月 行政書士無料相談（於 宇都宮市役所２階市民相談コーナー） ～ 宇都宮支部

火 広報部会 ～ 広報部

水 ＴＩＡ（栃木県国際交流協会）相談会 ～ 国際部

記録等事務代行制度研修会 ～ 運輸交通風営部

市民相談会 於 足利市役所１階市民相談室） ～ 足利支部

外国人在留資格無料相談

於 足利市生涯学習センター２階マナヴィの部屋）

～ 足利支部

木 総務部会 ～ 総務部

申請取次新規受付 ～ 申取管理委員会

金 登録説明会 ～ 総務部

水 ＫＩＦＡ（鹿沼市国際交流協会）相談会 ～ 国際部

行政書士専門相談（於 小山市役所新庁舎２階相談室）

（予約問い合わせ 小山市生活安心課 ）

～ 小山支部

木 封印報告書確認 ～ 封印管理委員会

金 令和４年度定期総会（於 ホテルニューイタヤ） ～ 総務部

行政書士による相談（於 佐野市役所）

（問い合わせ 佐野市市民生活課 ）

～ 佐野支部

行政書士無料相談（於 栃木市役所本庁舎２階市民相談室） ～ 栃木支部

日 市民プラザ無料相談会

（於 うつのみや表参道スクエア５階市民プラザ

～ 宇都宮支部

水 行政書士専門相談（於 小山市役所新庁舎２階相談室）

（予約問い合わせ 小山市生活安心課 ）

～ 小山支部

行政書士専門相談

（於 野木町老人福祉センター「ホープ館」相談室）

（予約問い合わせ 野木町社会福祉協議会 ）

～ 小山支部

木 建設キャリアアップシステム研修会 ～ 中小企業支援部

建設環境部

行政書士専門相談

（於 下野市保健福祉センター「ゆうゆう館」会議室）

（予約問い合わせ 下野市市民協働推進課 ）

～ 小山支部

金 職務上請求書管理委員会 ～ 総務部

火 登録説明会 ～ 総務部

栃木県行政書士会カレンダー（５月）

栃木会収入証紙の販売について

会では栃木県収入証紙を販売しています。会員が購入する場合、額面１万円につき１枚

アドちゃんイラスト入りのクリアファイルを進呈しておりますので、ぜひご利用下さい。

※一度のご購入が、概ね「１０万円以上」または「一金種が１０枚以上」の場合は、

前日のお昼までに、お電話かＦＡＸにてご予約下さい。

（事務局ＴＥＬ：０２８－６３５－１４１１ ＦＡＸ：０２８－６３５－１４１０）
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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

令和４年度特定行政書士法定研修について

希望ナンバー予約の有効期限の取扱いについて（周知）

参議院予算委員会における質疑内容について（御案内）

令和４年３月分会費納入について（お願い）

適正な価格による工事発注について（周知）

ＣＣＵＳ登録行政書士のオンライン講習の受付開始について（周知）

令和４年度申請取次関係研修会の修了証発送日程について

自動車登録申請の年度末集中の分散について（周知）

在留申請オンラインシステムについて（周知）

軽自動車ＯＳＳにおける申請方法の拡大に関する参考資料について（周知）

「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（周知）

社会福祉連携推進法人制度の施行について（周知）

公証役場における令和 年 月 日からのクレジットカード決済の導入につい

て（周知）

所得税法等の一部改正に伴う行政書士法の一部改正について（周知）

標記の件について、栃木県県土整備部都市計画課より通知がありました。

１．公開

  手引の全文を公開していますので、閲覧・ダウンロードして活用してください。

栃木県ＨＰ「開発許可事務の手引（令和４（２０２２）年４月）について」

２．有償頒布（販売）

１冊 ４８０円

県民プラザ（県庁本館 階）及び一部の地方合同庁舎内の生協売店（河内、下都賀、塩谷、

那須、安蘇及び足利の各庁舎）で有償頒布（販売）しています。

標記の件について、栃木県総合政策部地域振興課より通知がありました。

詳細については、県のホームページをご確認下さい。

栃木県ＨＰ「地価公示結果」

令和４年地価公示結果について
～栃木県総合政策部より～

栃木県開発許可事務の手引（令和 年 月）の公開・有償頒布
（販売）について ～栃木県県土整備部より～

日行連だより
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標記の件について、佐野市農業委員会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。

令和４年度佐野市農業委員会総会等の日程について

標記の件について、宇都宮市都市整備部都市計画課から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および市のホームペ

ージをご確認下さい。

宮都第 号 生産緑地制度の導入について

宮都第 号 別紙

宇都宮市ＨＰ「生産緑地制度を導入します」

標記の件について、宇都宮市都市整備部都市計画課から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および市のホームペ

ージをご確認下さい。

宮都第 号 宅地造成等規制法に基づく造成宅地防災区域の指定について

宇都宮市ＨＰ「宅地造成等規制法に基づく区域の指定状況について」

標記の件について、宇都宮市建設部道路管理課から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。

宮道管第 号 道路工事施行承認申請等における手続き方法の一部変更について

宮道管第 号 別紙

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、厚生労働省のホームページをご確認下さい。

厚生労働省ホームページ

令和４年度佐野市農業委員会総会等の日程について
～佐野市農業委員会より～

生産緑地制度の導入について
～宇都宮市より～

宅地造成等規制法に基づく造成宅地防災区域の指定について
～宇都宮市より～

道路工事施行承認申請等における手続き方法の一部変更について
～宇都宮市より～

社会福祉連携推進法人制度の施行について
～日行連より～
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標記の件について、日行連より周知依頼がありました。

令和４年３月１６日より、更なる窓口混雑の緩和及び申請人の利便性向上の観点から、マイナンバ

ーカードと公的個人認証機能を活用して、外国人本人等によるオンライン申請を可能とし、「日本人

の配偶者等」など入管法別表第２の在留資格をオンライン申請の対象に追加されることとなりました。

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および出入国在留管

理庁のホームページをご確認ください。

別紙：令和４年３月以降のオンラインによる在留手続について

出入国在留管理庁ホームページ

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 号】 登録行政書士のオンライン講習の受付開始について

登録行政書士 オンライン講習の受付を開始しました

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 号】公証役場における令和 年 月 日からのクレジットカード決済の導入に

ついて

日本公証人連合会文書 令和 年 月 日からのクレジットカード決済の導入について

全国の公証役場でクレジットカード決済が始まります（Ｑ＆Ａ）

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、国土交通省のホームページをご確認下さい。

国土交通省ホームページ

公証役場におけるクレジットカード決済の導入について
～日行連より～

「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 ～日行連より～

（建設キャリアアップシステム）登録行政書士のオンライン
講習の受付開始について ～日行連より～

在留申請オンラインシステムについて
～日行連より～
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おじゃましま～す！おじゃましま～す！会員事務所訪問コーナ会員事務所訪問コーナー

　　

　今月は、宇都宮支部の行政書士法人宇都宮国際

法務事務所におじゃましました。

事務所名称：行政書士法人宇都宮国際法務事務所

代　　　表：宇賀神　英巳（うがじん　ひでみ）

所　在　地：宇都宮市御幸ヶ原町６８番地２

設　立　日：令和３年７月１５日

　平成２２年１２月に個人として開業されていま

したが、令和３年に行政書士法人へ。

　法人化への思いと、今後の展望をお伺いに行き

ました。

Ｑ：なぜ法人化されたのですか？

Ａ：以前から法人化してみたいと思ってはいまし

たが、行政書士二人以上はハードルが高く、一人

法人が可能になったら一番に法人化すると決めて

いました。

Ｑ：法人化して、何か変化はありましたか？

Ａ：法人化はしてみたかった・・・というのが一

番だったので、直接的な変化はありませんでした

が、個人事業から法人になったことで、士業もこ

れからは経営だと自覚するようになりました。一

人行政書士法人とはいえ、職員も抱えるようにな

り、個人ではなく、組織で仕事をするようになり

ました。

　行政書士を開業してから、車好きが高じて自動

車販売、不動産賃貸業も行うようになりました。

　特に車好きで始めた自動車販売は、車好き視点

ではなく、建設業等と相性のよい自動車を扱うこ

とで、行政書士業務との相乗効果を生み出せるよ

うになりました。さらに不動産賃貸業なども行う

ようになり、今まで本を年に１００冊くらい読ん

で勉強してきたことを体系的にまとめて、改めて

経営について学ぼうと決意しました。

Ｑ：経営はどのように学んでいるのですか？

Ａ：グロービス経営大学院で学び、ＭＢＡの取得

を目指しています。自分自身の経営に生かすこと

はもちろん、お客様に許認可取得のみならず、経

営戦略的なアドバイスができるよう心がけていま

す。

　また、経営大学院には大企業の経営幹部を目指

す人や、弁護士、医師なども学んでおり、そうい

う人たちと交流を持つことで、見識と人脈の広が

りを実感しています。

Ｑ：法人化への道のりを振り返って、一言お願い

します。

Ａ：最初は福祉に力を入れるつもりで、事務所名

もそのような名前でしたが、ある先輩にある許認

可について手続きを教えてもらい、それを足掛か

りに、外国人業務、自動車販売、各種許認可と仕

事を広げていくことができました。

　夢を叶えるために、某有名鉄道会社を退職し、

この世界に足を踏み入れました。０からのスター

ト。なんなら借金もありました。そんな時に心掛

けたのが、行政書士専業で食べている先輩、仕事

を教えてくれる先輩を見つけることでした。その

先輩にいただいたある許認可のエクセルシートは

今も現役で活躍しています。

　その先輩が、経営がわからない、人を雇うのが

怖いとか言っているので、今度は私が教える番だ

なと思っています。

　なるほど・・・恩返しですね。確かその先輩は

経営学科卒だった気はするものの、会計とメンタ

リズムとここに書けないことしかできないんです

よね。見せてもらおうか、ＭＢＡの実力とやらを

！

　取材と経営のご教示、ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　（支局長　栁　知明）
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支局かわら版

支部小山
乙　女　河　岸

　旧国道４号、乙女の交差点を思川方向に進むと、

小山乙女河岸歴史公園があります。

　かつて、汽車や自動車が存在する以前の頃には、

河川は交通や物流の中心として重要な立場を担っ

ていました。その当時に活躍したのが思川です。

江戸と小山一帯で人や物資が行き来する際には欠

かせない存在だったのです。

　そのような乙女河岸が歴史の表舞台に登場する

のは、関ヶ原の戦いが起こる数カ月前にあった

「小山評定」との関わりです。評定と書いて「ひ

ょうじょう」と読むこの歴史の一出来事は、かの

徳川家康が関ヶ原に騎馬を並べた事実を左右した

重大な出来事です。

　１６００年９月の関ケ原を前にした７月、家康

は上杉景勝を討伐するために会津（福島県）に向

かっていました。そんな折、石田三成挙兵の報が

もたらされ、「さて上杉討伐なるや、はたまた、

反転西上石田を討つや」との、今となっては当然

のように感じられる家康の関ケ原参戦について、

まさに、今後徳川３００年の譜代外様の家臣序列

を左右した重大な評定がなされたのです。小山評

定の内容とその後の歴史の推移としては、読者の

ほうが詳しかろうと思います。

　そして、家康は西へ反転し、その際に当初の栗

橋ルートが洪水で使えず、まさに乙女河岸から船

に乗りこんだのでありました。時は流れて徳川の

治世となり、乙女河岸はそのような吉縁の地とし

て日光東照宮建築資材の陸揚げの地に選ばれたの

であります。

　そのような歴史を持った場所は、現在、史跡と

して小山市によって整備されています。駐車場は

８台分ほどあり、車で訪れることも容易です。周

囲は遊歩道というかジョギングコースやサイクリ

ングにも使える川沿いの道として整備されていま

す。

　北を見れば、関東平野の端を描く美しい山並み

を望みます。周囲には梅の花でしょうか、早春の

香り立つ並木がかなたまで続き優美な図面が目に

鮮やかです。３月上旬に乙女河岸の写真を撮りに

訪れた際はとても風が強い日で、筆者の他には公

園に人影は見えなかったのですが、駐車場の車の

中で休憩している人も見えました。後日、３月下

旬に訪れた際には、思川の河川敷に菜の花が一面

に咲き、空の青、土手の緑、橋の灰色、川の水色、

花の黄色と、絵画のような風景でした。なにかの

折には、思川を眺めながら、１６００年の当時に

思いを馳せるというのも、また一興かと存じます。

　　　　　　　　　　　　（支局長　田邉幸樹）
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記録等事務代行制度研修会 運輸交通風営部　主催

○開催日時 令和４年５月１１日（水）１３：３０～１４：３０

○開催場所 栃木県行政書士会館２階からＺｏｏｍによる配信

○研修内容 令和５年１月から導入を予定されている「記録等事務代行制度」に関して、関東運輸

局からの資料をもとに説明いたします。

○講 師 行政書士 飯塚 晃路

○資 料 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。会場では配布いたしません。

○対 象 者 会員、補助者（会場受講は一事務所に付きどちらか１名。）

○受 講 料 無料

Ｚ ｏ ｏ ｍ 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：

※ 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、５月９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。

○申込締切 ５月６日（金）

○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。

○申込締切 ５月６日（金）

（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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建設キャリアアップシステムに関する研修会 中小企業支援部・建設環境部　共催

２部構成になっており、第１部では事業者登録、技能者登録に必要となる添付ファイルのうち

「社会保険確認書類」について説明し、第２部では「事業者登録」と「技能者登録（簡略型）」

の各登録申請の手続きの実際の流れを説明します。

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 令和４年５月２６日（木）

第１部 １３：３０～１４：００

第２部 １４：１５～１５：１５

○開催場所 栃木県行政書士会館２階からＺｏｏｍによる配信

○研修内容 第１部 社会保険確認書類について

第２部 「事業者登録」「技能者登録（簡略型）」の登録申請手続きの流れ

○講 師 第１部 行政書士・社会保険労務士 西川 育美

第２部 行政書士 青木 裕一

○資 料 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。会場では配布いたしません。

○対 象 者 会員

○受 講 料 無料

Ｚ ｏ ｏ ｍ 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：

※ 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、５月２０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。

○申込締切 ５月１９日（木）

○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。

○申込締切 ５月１９日（木）

（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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研　修　名

建設キャリアアップシステムに

関する研修会
５/２６

無　料 ５/１９

Ｚｏｏｍでの受講希望者はメールでお申し込みください。

記録等事務代行制度研修会５/１１
無　料 ５/６

Ｚｏｏｍでの受講希望者はメールでお申し込みください。
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　春の訪れを前に、三寒四温の季節になった

かと思っていたら、巷では卒園式、卒業式が

挙行され新しい季節の時期でしたが、生物は

春の息吹を敏感に感じ取り、野辺には芽吹き

が感じられていました。桜も開花し新たな年

度を迎えています。コロナ感染は一進一退で

気の抜けない日々が続きます。外出が多くな

る季節を無事に過ごせればと思います。

　　　　　　　　　　（広報部　豊田近弘）
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