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　５月２６日（木）１３時３０分より建設キャリ

アアップシステム研修会が行われ、Ｚｏｏｍによ

る開催となりました。それぞれの事務所での参加

者１６名、栃木県行政書士会館での参加者２名計

１８名の参加となりました。

　研修内容は第１部が「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に

ついて」第２部が「事業者登録・技能者登録に必

要となる社会保険確認書類について」です。

　第１部の講師は、中小企業支援部　小山支部の

青木裕一会員、第２部の講師は同じく中小企業支

援部　宇都宮支部の西川育美会員にご講義をいた

だきました。

　第１部の講義はインターネットを利用した建設

キャリアアップシステムの事業者情報・技能者情

報を登録申請する方法を、実際の申請画面に打ち

込みながら丁寧に説明いただき、とても分かりや

すい内容でした。

　第２部の講義は社会保険確認書類についてで、

建設業許可申請の添付書類と共通しているものも

多く、また、社労士としての立場からの説明もあ

り、非常に理解しやすかったと思います。

　「建設キャリアアップシステム」はまだ新しい

システムですので、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、同システムを活用するメリットな

ど内容を理解するうえで、このような研修会を通

じて研鑽を積んでいただければと思います。

　今回はＺｏｏｍ開催となり、会場参加者が少な

かったので、受講者の皆様のリアクションが今ひ

とつわからない等、講師の先生方にとってはやり

づらい面もあったと思いますが、１・２部とも大

変わかりやすく内容の濃いものでした。

　「建設キャリアアップシステム」は行政書士に

よる代行申請が認められております。行政書士は

事業者ＩＤの取得が可能となり、自らのＩＤで申

請を行うことが可能となります。取得には「登録

料やＩＤ手数料」がかかります。興味のある方は、

栃木県行政書士会会員専用ページ「業務情報」の

ページの２月１日のところに日行連からの文書が

掲載されていますので、ご確認ください。

　また、当部では、８月にも「２０２３年１月開

始予定　建設業許可・経営事項審査　電子申請の

概要」と「建設キャリアアップシステム」につい

て学ぶ研修会を企画しました。詳細は、本号の研

修会のお知らせのページに掲載されていますので、

是非ご参加ください。

　　　　　　　　　　（建設環境部　福田雅友）

建設キャリアアップシステム研修会
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　６月９日（木）午後１時３０分からコンセーレ

（栃木青年会館）１階大ホールにて第２回理事会

が開催され、理事３５名中３２名が出席されまし

た。

　まず初めに安野会長から連絡事項がありました。

その中で大きな事項２点をご紹介いたします。

　①　日行連の理事会にて職務上請求書の取扱い

　　規則を一部改正し、購入には倫理研修を受け

　　ていることが必要になるということでした。

　②　行政書士試験について、今年は宇都宮大学

　　が使用できないため、「とちぎ健康の森」

　　「ホテルマイステイズ宇都宮」の２会場にな

　　るとのことです。

　①②共に関係してくる会員の方も多いと思いま

すので、続報にご注意していただければと思いま

す。

　連絡事項の後、今回の議案「令和４年度事業実

行計画の具体的推進について」それぞれの部や委

員会毎に今年度の事業計画を練り、具体的な計画

について説明がありました。また、理事の賛成多

数により今回の議案は承認されました。

　今年度はコロナ禍により縮小した事業を徐々に

復活させていきたいという思いが伝わってくる事

業内容となっておりました。

　　　　　　　　　　　　（広報部　野村泰紀）

令和４年度　第２回　理事会

　６月２１日、行政書士会館におきまして「～３

タイプの行政書士に聞いてみました！！！～　事

務所経営に関する研修会」が開催されました。

　登録されたばかりの新人会員を対象に、ベテラ

ン・中堅・トリプルライセンス所有のそれぞれ違

ったタイプの先輩行政書士がパネルディスカッシ

ョン形式でお話しするという内容の研修でした。

　「行政書士になったきっかけ」、「初めて受任

した案件の内容と報酬額」「話せる程度の失敗談」

「行政書士になってから一番高い買い物」など、

ざっくばらんな質問に対して、笑いを交えた回答

の場面もありました。

　新入会員にとっては、実際に活躍されている行

政書士の生の声を聞くことができたので、大変参

考になったかと思います。

　この研修会が好評でありましたら、中小企業支

援部として、今後第２弾、第３弾と開催していき

たいと思います。

　　　　　　　　（中小企業支援部　金田修治）

事務所経営に関する研修会開催
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今月号では、職務上請求書控え用紙の確認作業

の中で気になった点をご紹介いたします。

職務上請求書控え用紙の空欄が目につきます。

役場に提出する請求書原紙と同じ内容が控え用紙

に記入されていなくてはならないですし、原紙裏

面の“記入にあたっての注意事項”に沿って基本

的にすべての欄に記入が必要になります。

記入漏れが多いのは請求日ですが、控え用紙は

いつ、どのように職務上請求書を使用したのかの

記録になりますので、請求日は必ず記載願います。

また、世帯主・筆頭者の氏名、請求者の生年月

日などは分かる限り記入をしてください。

その他、事務所所在地・事務所名等にゴム印を

用いる場合、控え用紙にも押印をしてください。

令和４年１月１１日の住民基本台帳法の改正

に伴い、「戸籍の表示（本籍地及び筆頭者）」また

は「在外選挙人登録情報」のいずれか、または両

方の記載を求める戸籍の附票の請求をするときに

は、 欄のその他にその旨を記載して請求する必

要があります。

詳しくは本会ＨＰ会員専用ページの業務情報

（本年２月７日掲載分）に記入例がありますので

参照してください。

内容証明郵便の作成業務を受任した時に、送付

相手の所在を確認するため、職務上請求書を使用

して住民票の写しを取得する例を時折見かけます

が、その業務に関しては注意しなければならない

事があります。

まず、依頼を受ける内容証明の中身です。既に

両者合意の上で確定している金銭支払い催告等の

ようなものであれば問題ありませんが、慰謝料請

求などの紛争に繋がる可能性が高いものに関して

は注意が必要です。受任に際しては依頼者からよ

く話を聞き、紛争性の内在を確認してください。

また、金銭支払い催告の内容証明であっても所

在不明となっている債権者に対して債務者の所在

を探すために職務上請求書を使用する場合、依頼

の目的が、内容証明郵便の送付自体にあるのでは

なく、債務者の所在を確認する目的のみでは使用

できません。

そのほか、業務で必要な範囲以外の項目まで請

求する例も多く見受けられます。住所のみが必要

なのに本籍地記載の住民票を取得したり、個人の

情報のみが必要なのに世帯全員が記載された住民

票を取得したりするのは、日行連規則の“職務上

必要な請求に限り使用できる”規定に反する請求

となりますので、注意してください。

職務上請求書は、士業なら誰でも使えるもので

はなく、特定事務受任者（弁護士、司法書士、土

地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、

海事代理士、行政書士）のみとなっています。そ

れだけに、高い倫理意識と厳格な取り扱いが求め

られています。

職務上請求書を適正に使用するための判断基準

として

①委任（依頼）をうけた業務であること。

②行政書士の業務であること。

③その業務が認められた請求の範囲であること。

「職務上請求書 取扱いの手引」Ｐ６にはその判

断基準の詳細が記載されていますので、これを機

会に確認して頂く事をお勧めします。

「職務上請求書 取扱いの手引」は

【栃木県行政書士会ホームページ】

↓

【会員専用 ログイン】

↓

【職務上請求書の留意点】

からダウンロードすることができます。

（職務上請求書管理委員 西川育美）
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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１０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１０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１０回目 ≫
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　６月１日（水）午後３時より令和４年度第２回

佐野支部理事会がオンライン会議にて開催されま

した。河田支部長をはじめ９名の出席者で開催さ

れました。

　『報告事項』としまして、「支部会員の動き」、

「県理事より担当の説明」他がありました。

　『議題』では、大きく４つ取り上げ、「令和４

年度事業計画について」、「支部ホームページに

ついて」、「佐野市行政改革懇談会委員の推薦に

ついて」、「その他」と活発な意見交換・調整・

確認を行いました。

　「令和４年度事業計画について」では、市合同

相談会相談員の当番について話し合われました。

８月に佐野市役所、９月に田沼中央公民館での無

料相談会を開催する計画を立てており、当番を割

り当てました。

　「年間事業計画について」では、支部主催相談

会、研修会（インボイス研修会）、新規事業（相

続相談事例集編集）について話し合われました。

　「支部ホームページについて」では６月末まで

に各会員への掲載希望の確認を行い、９月末を目

途にリリースすることが決定しました。

　「佐野市行政改革懇談会委員の推薦について」

では引き続き河田支部長が担当することに決定し

ました。

　今回の理事会もオンライン会議ではあるものの、

自由闊達に大いに盛り上がる理事会となりました。

今後も積極的な行政への貢献を支部一体となって

できるよう、理事会中心に盛り上げていきたいと

思います。

　　　　　　　　　　　　（支局長　坂上隆之）

　６月８日（水）午前１０時より、栃木県行政書

士会２階会議室において、令和４年度第２回宇都

宮支部理事会が開催されました。

　総務経理部、業務指導広報部、制度推進部の各

部で事業活動について審議が行われ、今年度は研

修会の開催や各種イベントでの広報活動について、

コロナ前の水準で実施していく計画となりました。

　また、支部会員同士の親睦を深める新たな取り

組みを開催する案を検討していく事となりました。

　　　　　　　　　　　　（支局長　小池　学）

【宇都宮】

令和令和令令和和和４年４年４年４年４年４年４ 度第度第度第度第第度第第度第度第第第第２回２回２回２回２回２２回２２ 宇都宇都宇都宇都都宇都宇都宇都宇宇 宮支宮支宮支宮支支宮支宮支支支宮支宮 部理部理部理部理部理部理部理部理理理部理部理事会事事事会事会事会事事事会事会事事事会令和４年度第２回宇都宮支部理事会

【佐　野】

令和令和令和令和和和４年４年４年４年４年４年度第度第第度第度第度第度第度第第第度度度 ２回２回２回２回２回２２回回佐野佐野佐野佐野佐野佐野佐野佐野佐野佐野佐野支部支部支部支部支部支支支支部支部理事理事理事理事理事理事理事理事理事事事理事事事会会会会会令和４年度第２回佐野支部理事会

事務局より

栃木県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

アドちゃんまたはユキマサくんのイラスト入

りのクリアファイルを進呈しておりますので

ぜひご利用ください。

※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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　６月１０日（金）午後５時より、令和４年度那

須支部第２回役員会がオンラインにて開催されま

した。

　令和４年度の定期総会を受け、支部事業の具体

的内容について協議を行いました。

　新型コロナウィルスもいろいろな施策等により、

感染者の減少傾向が続いています。昨年、一昨年

と開催できなかった支部事業も、本年度は開催に

向け協議できるほどなりました。無料相談会は、

予約制として開催することとなりました。那須支

部では初めての予約制ということもあり、いろい

ろな課題に対応しながら開催することとなりまし

た。

　本年度の研修は、会場を利用した対面での研修

会を行うこととしました。また、バス等を使った

懇親会の話が出るなど、対面を意識した提案が随

所にありました。

　昨年、一昨年は、オンラインを活用できるよう

になり、デジタルの良さを理解できる一方、会員

同士の交流を深めることはできませんでした。新

しく加入した会員にとって、相談できる仲間を得

る機会を掴めなかったように思います。

　予断は許されませんが、本年度は、対面での事

業活動の良さを認識できる年となりそうです。

　　　　　　　　　　　　（支局長　室賀芳明）

【那　須】

令和令和令和令和和和４年４年４年年４年４年４年度第第度第度第度第度第度第度第度度第度度 ２２回２回２回２回回回回２回回回那須那須那須那須那須那須那須須那須那 支部支部支部支部支部支支部支支部部役員役員役員役員役員役員員役員役員役員員役員員員会会会会会会令和４年度第２回那須支部役員会

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６月分会費納入について

申請取次実務研修会（８月ＶＯＤ方式）の開催について

所有者不明土地連携協議会等の名称変更について

労務費、原材料費、エネルギーコスト等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定

や適正な工期の確保について

マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用申込の促進等について

令和４年度定時総会質問書及び各種名簿等の送付について

土地政策推進連携協議会への参画等の取組について

相続関係説明図の作成に職務上請求書を使用することについて

許認可を要する法人関係業務に関する全国担当者会議の開催に向けた事前アンケート

について

法務省＿共有私道ガイドラインの改定について（周知）

「女性活躍・男女共同参画の重点方針２０２２（女性版骨太の方針２０２２）」につ

いて（周知）

「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」について（周知）

申請取次申出時に提出する写真サイズ等の変更について

令和４年毎月勤労統計調査特別調査への調査協力依頼に関するお願いについて（会員

周知願い）

申請取次申出時に提出する写真サイズ等変更に伴う書式変更について（周知依頼）

中央研修所研修サイトのプラットフォーム正式運用の開始について

日行連だより
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日 予 定 時 間 主 催

木 制度推進部会 ～ 制度推進部

月 申請取次新規受付 ～ 申取管理委員会

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 登録説明会 ～ 総務部

記録等事務代行制度研修会 ～ 運輸交通風営部

水 ＴＩＡ（栃木県国際交流協会）相談会 ～ 国際部

小山市外国人相談会 ～ 国際部

広報部会 ～ 広報部

総務部会 ～ 総務部

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

月 事務局夏季休暇

火 事務局夏季休暇

水 ＫＩＦＡ（鹿沼市国際交流協会）相談会 ～ 国際部

国際業務研修会 ～ 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 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）

（予約問い合わせ 栃木市市民生活課 ）

～ 栃木支部

火 制度推進部会 ～ 制度推進部

ビジネスマナー研修会 ～ 中小企業支援部

水 開発行為基礎研修会 ～ 土地利用開発部

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

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

行政書士無料相談（於 壬生町役場１階１０２会議室）

（予約問い合わせ 壬生町生活環境課くらし安心係

）

～ 栃木支部

木 登録説明会 ～ 総務部

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 外国人在留資格相談会（於：那須塩原市西那須野庁舎１階） ～ 那須支部

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

月 職務上請求書管理委員会 ～ 総務部

水 建設業関連研修会 ～ 建設環境部

栃木県行政書士会カレンダー（８月）
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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。

出入国在留管理庁からの案内は下記のとおりです。

標記の件について、栃木県県土整備部都市計画課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。

景観法に基づく届出及び栃木県景観条例に基づく届出に係る取扱いについて

栃木県景観条例・景観法に基づく届出の窓口について

下野市景観計画に定める届出対象行為

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。

農地転用許可後の完了報告の提出のお願いについて

佐野市 農地転用許可後の完了報告の提出のお願いについて
～佐野市農業委員会より～

景観法に基づく届出及び栃木県景観条例に基づく届出に係る取扱い
について ～栃木県県土整備部より～

申請取次申出時に提出する写真サイズ等の変更について
～日行連より～



行政書士とちぎ 2022.7

－12－

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

　今回は小山支部の中川麻美会員の事務所へおじ

ゃましました。

氏　　　名　中川　麻美

事務所名称　行政書士あさみ法務事務所

所　在　地　下野市東前原９５番地８

入　会　日　令和３年４月２日

Ｑ：行政書士を目指した動機を教えて下さい。

Ａ：元々は建設会社の総務職として勤めていまし

た。会社の許認可申請を担当しており、その時は

行政書士に仕事を依頼する立場でした。行政書士

と身近に接する機会が多くあり、魅力的な仕事に

やりがいを持って取り組んでいる職業だと感じる

ようになりました。

　総務職として１０年程度のキャリアを積んだこ

と、簿記や宅建の資格を働きながら取得したこと、

自分の特性としては周りのサポートやフォローに

強みがあることなども合わせて考えたときに、自

分も行政書士になって更なるステップアップに挑

戦したいとの思いが強くなり、試験勉強に取り組

み始めました。

Ｑ：合格後は、すぐに開業されたのでしょうか？

Ａ：妊娠によって会社の育休を取得している最中

に合格通知を受け取りました。すぐに開業するか

どうか悩みましたが、少しでも行政書士の仕事を

身に着けていきたいとの思いがあり、妊娠中でし

たがそのまま開業しました。

Ｑ：どのような業務を主にされていますか？

Ａ：産廃許可、建設業許可申請などの許認可申請

や自動車関係の業務でのご依頼が多いです。また、

外国人関連業務を中心に先輩の行政書士事務所で

勉強させて頂いております。

Ｑ：行政書士としてやりがいを感じるのはどんな

時ですか？

Ａ：行政書士業務は非常に幅広く、業務に関連し

た知識が色々と深まっていきます。これらの知識

を活用して仕事で結果が出せたときは喜ばしく思

います。また、イレギュラーな事案ではお客様も

本当に困っておられることが多く、そのような事

案を解決できたときは、お客様は喜んでくださり

ますし、自分も喜んで頂けたことにやりがいを覚

えます。

Ｑ：今後の目標を教えて下さい。

Ａ：ご依頼を頂けている分野の知識を更に磨いて、

確実迅速に業務を進めていけるように研鑽を続け

ると共に、より多くのお客様に喜んで頂けるよう

色々な仕事に挑戦していきたいです。

Ｑ：座右の銘は何でしょうか。

Ａ：「１分１秒大切に」です。時は金なりとの言

葉もあります。日々の時間を有意義に使い、その

時その時を意味あるものとできるよう常に心がけ

ています。

Ｑ：趣味や休日の過ごし方

Ａ：子供が３人いるため、育児に追われてしまう

ことが多いです。時間が作れるときには、家族で

買い物に行ったり遊びに出かけたりします。これ

がいい気分転換になります。

　仕事に育児にと、忙しい日々を送っておられる

中川会員でした。筆者も仕事でやりとりをさせて

頂くことがありますが、もちろん、忙しい中でも

レスポンスは迅速に行って下さいます。今後とも、

幅広い分野でのご活躍を期待しております！

　　　　　　　　　　　　（支局長　田邉幸樹）
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支局かわら版

支部芳賀
とちぎフォーラム２０２２

　６月４日（土）～５日（日）に、真岡市で「と

ちぎフォーラム２０２２」が開催されました。

　密を避けるためか、会場を４つにわけて開催の

イベント。

　かう、たべる、み

るをテーマに真岡市

内各所にブースが立

ち並び、さらには、

健康や防災、魅力発

信をテーマにしたイ

ベントが行われまし

た。

　ＹＯＧＡあり、Ｔ

ｉｋＴｏｋあり、防

災あり、ダンスあり。

　今回のフォーラム

は「ウェルビーイング」（直訳すると「幸福」や

「健康」）が体験できるように作り上げられたと

のこと。多くの家族連れが、真岡市内を散策し、

イベントを楽しみました。

　中でも人気だったのが「謎解きしながら街歩き

！」ですね。１０００名分の景品を用意してあっ

たそうですが、私が駆けつけた１１時３０分には

１０００名分の受け付けは終了していました。

　仕方なくといっては失礼ですが、謎解きは諦め、

真岡市内各所のイベントブースも回ってみました。

　門前まちあるき駐車場では、サンドウィッチグ

ルメグランプリ入賞のサンドウィッチを中心に食

べ物ブースがずらり。

　メイン会場となる真岡市民公園では、この時は

ちょっと真面目な話をしていましたが、この後に

控えるダンスコンテストの準備をしたお子さんた

ちがいました。

　某有名グループのミュージックビデオの撮影に

も使われた久保講堂では、子供たちの絵画の展示。

もともと栃木県芳賀郡市では芳賀教育美術展を開

催するなど、地域の美術教育に力を入れています。

　そして真岡駅。こちらでも駅前に食べたり買っ

たりできるブースが立ち並んでいました。

　まだコロナ禍が収束したわけではありませんが、

こうしたイベントがあると、だんだん戻って来た

のかなという実感がわきます。みなさんの周りで

も久しぶりの開催！　みたいなものがあるのでは

ないでしょうか。

　真岡市では、今後、グルメグランプリを開催、

そして３年ぶりに、花火大会は見送られたものの

夏祭りや灯篭流しが開催される予定です。お祭り

は「神様に感謝する」のが目的ですが、さまざま

な願いを込めて行われます。感染防止に努めなが

ら、こうしたお祭りでコロナ禍の収束と、無病息

災を願ってみてはいかがでしょうか。

　　　　　　　　　　　　（支局長　栁　知明）
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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８月９日（火）１３：３０～１４：３０

（（本年５月１１日に開催予定であった研修会と同じものです。）

○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、８月２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 ８月１日（月）

○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 ８月１日（月）

（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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ビジネスマナー研修会 中小企業支援部 主催

社会人として知っておきたい、ビジネスマナーに関する研修会

です。ビジネスメールの書き方や意外と知らない基本的なこと、

今さら聞けない内容、デジタル化が進んでいる現代にも通用する

ビジネスマーについて、この機会に受講してはいかがでしょうか。

Ｚｏｏｍで行いますが、先着２０名のみ行政書士会館で受講

できます。

○開催日時 令和４年８月２３日（火）

１３：３０～１５：３０

○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 ビジネスマナーについて

○講 師 那須ＯＳＵＳＯＷＡＫＥ株式会社 登録講師

○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、８月１２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 ８月１０日（水）

○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 先着２０名。受講者証を送信します。

（無断欠席をしたことがある方は、この限りではありません。）

○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 ８月１０日（水）

（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。）

阿 見 睦 様
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建設業関連研修会 建設環境部 主催

○開催日時 令和４年８月３１日（水）１３：３０～１６：４０

○開催場所 ワイズ公共データシステム㈱からＺｏｏｍ配信

○研修内容 ２０２３年１月開始予定 建設業許可・経営事項審査 電子申請の概要

建設業許可、経営事項審査の電子申請が２０２２年度中に予定されています。

研修では、概要について解説します。

建設キャリアアップシステム

建設キャリアアップシステムの概要や登録の流れ、利用のメリット、今後の

展開や経営事項審査や入札参加資格への影響について解説します。

○講 師 ワイズ公共データシステム㈱ご担当

○定 員 Ｚｏｏｍ受講者：８０名 行政書士会館受講者：１８名 いずれも先着

○資 料 受講受付完了後、別途ご案内いたします。

○受 講 料 無料

○申込締切 ８月２３日（火）

Ｚ ｏ ｏ ｍ 受 講 希 望 者

○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）

○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、８月２５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。

○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。

行政書士会館 受 講 希 望 者

○対 象 者 会員のみ

○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、必ず「会場での受講希望」と記載願います。

○受講方法 Ｚｏｏｍ配信をプロジェクターに投影する講義方式です。

講師の来館はありません。

受付後、受講者証をＦＡＸします。
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国際業務研修会 国際部 主催

○開催日時 令和４年８月１７日（水）１３：３０～

○開催場所 栃木県行政書士会館 ２階

○研修内容 実際の相談事例を元に入管実務の基礎を学ぶことができます。

○対 象 者 会員（申請取次者でなくても受講できます。補助者は不可）

○定 員 ３０名

○受 講 料 無料

○申込締切 ８月１２日（金）

＊＊会会のの外外国人相相談会会のの相相談員おおよび当当日のの相相談事例発表者ははおお申込み不不要でです。。

※「出入国管理法令集」、「出入国管理実務六法」など、入管法・国籍法が登載されている

法令集を必ずご持参ください。

※※当当日午午後ののみ栃栃木県不動産会館様様のの駐駐車場をを借借用ししております（（不不動産会館駐駐車場のの看看板がが

あある会会館かから離離れたとところ。。不不動産会会館前前はは駐駐車でできません））。。

開発行為基礎研修会 土地利用開発部 主催

○開催日時 令和４年８月２４日（水）１３：３０～１５：３０

○開催場所 栃木県行政書士会館 ２階

○研修内容 行政書士の主要業務である開発行為の基礎を学びます。

○講 師 行政書士 佐藤 栄一

○対 象 者 会員、補助者

○定 員 ２４名

○受 講 料 ５００円

○申込締切 ８月１７日（水）
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８/１７ 無　料 ８/１２国際業務研修会

８/２４ ５００円 ８/１７開発行為基礎研修会

建設業関連研修会

栃木会の

申請取次行政書士

の動向

新規申出（６月）　　　　　　　　　　０名

更新申出（６月）　　　　　　　　　　５名

有効期限切れによる減少　　　　　　　３名

申請取次行政書士（６月末現在）　１４９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。

　注）必要書類のうち、顔写真のサイズが変更になりました。（変更後：３.０ｃｍ×２.４ｃｍ）

※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：７月２９日（金）　受付日：８月８日（月）時間は予約時に案内します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （都合により８月は第２月曜日となります）

※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。）

「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。

研　修　名

８/３１
無　料 ８/２３

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８/９
無　料 ８/１

Ｚｏｏｍでの受講希望者はメールでお申し込みください。

ビジネスマナー研修会８/２３
無　料 ８/１０

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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　車庫証明申請センター運営協議会（以下運協）

の定期総会が、６月２５日（土）１４時より栃木

県行政書士会館会議室にて開催された。前年度、

前々年度においては書面による議決となったため、

久々の開催である。

　長竹会長より、車庫証明業務及び運協を取り巻

く状況について説明があり、ＯＳＳや自動車販売

状況を踏まえた議案内容となっているため、慎重

審議をお願いする旨の挨拶があった。その後、来

賓として栃木県行政書士会の安野会長よりご祝辞

をいただいた。

　議案は全て執行部の提案通り、満場一致で可決

承認され、運協の経理を宇都宮センターに統合す

ることが決定した。これにより今後ますます経費

の削減に努め、インボイス制度への対応等を行っ

ていく予定である。

　なお、今回の経理統合により会計期間が変更と

なったため、次年度以降の定期総会は９月開催と

なる予定である。

　　　　　　　　　　（運協副会長　田代昌宏）

車庫証明申請センター運営協議会定期総会開催車庫証明申請センター運営協議会定期総会開催
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　近年のＳＤＧｓの推進の流れを受けて、広

報部でも広報誌「行政書士とちぎ」の在り方

を考える時期がやってきました。できるだけ

会員の皆様の意向を考慮しつつ計画を立てて

いきたいため、アンケートをとることを検討

しています。その際はよろしくお願いいたし

ます。

　　　　　　　　　　（広報部　野村泰紀）
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支　部 氏　名 変更事項 変　更　内　容

【変　更】

小材　秀明宇都宮

西村　直也宇都宮

行政書士法人宇都宮国際法務事務所

宇都宮市御幸ヶ原町 68-2

個人開業

宇都宮市インターパーク 3-14-7
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028-688-8571
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所在地
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