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　９月２７日（火）１３時３０分より第１回目の

デジタル入門研修会が、行政書士会館２階会議室

及びオンライン配信によるハイブリッドで行われ

ました。会場参加者は６名、オンライン参加者は

２７名となかなかの盛況ぶりかと思います。

　研修内容は、「ＰＤＦファイルの編集」、ｐｄ

ｆ形式のファイル操作について、パソコンの実習

を伴う研修です。講師は、デジタルシフト推進委

員会の小池学会員が務めました。

　受講者には、予め無料ソフト“Cube PDF Utility”

をインストールしていただき、ｐｄｆの基礎、操

作方法を学ぶ方法をとりました。これは、ＣＡＤ

研修会の方法を参考にしました。

　ＰＤＦは、「Portable Document Format」の略

で、米アドビ社が開発した、データを実際に紙に

印刷したときの状態を、そのまま保存することが

できるファイル形式です。どんな環境のパソコン

で開いても同じように見ることができます。その

特性から、行政の文書・申請書、メーカーの機器

のカタログ・取扱説明書、パンプレット、Ｗｅｂ

サービスの利用明細書など広く利用されており、

会員にとってもなじみ深いものと思います。本研

修は、積極的にＰＤＦファイルを利用し、業務の

効率化とデジタル経験を増やすことを目的として、

研修テーマとしました。

　但し、いざＰＤＦファイルを操作するとなると、

容易ではなく、会場では受講者皆さんの手がしば

しば止まってしまいました。研修フォロー要員を

会場に１名配置しましたが、まったく手が足らな

い状態となりました。またオンライン受講の皆さ

んには、Ｚｏｏｍのチャット機能でフォローする

こととしました。チャットでは、

　・録画できるのか

　・ｐｄｆファイルへの入力方法はどうするのか

　等の質問が寄せられました。まだ慣れないよう

で、チャットに参加できた方は多くはありません

でしたが、貴重なご意見等をいただきました。次

回に生かしたいと思います。

　デジタルシフト推進委員会は、本年４月に発足

したばかりの新しい委員会です。研修を主催する

側もまだ不慣れなうえ、パソコン操作研修をハイ

ブリッドで開催することも初めての経験であり、

受講された会員にも、戸惑いがあったように感じ

ました。次回以降の研修への改善点が多々ありま

した。

　次回２回目は、１２月２０日に予定しています。

１回目の研修会を基に、２回目を開催する予定で

す。詳細を含めた募集要項は、１１月号に掲載い

たします。是非ご参加ください。

　また、“デジタルシフト入門”と題して本号よ

り連載記事を掲載していきます。会員のデジタル

スキルアップに役立てていただければと思います。

こちらも是非ご一読願います。

＊研修に用いた“Cube PDF Utility”

　株式会社キューブ・ソフト社が提供する無料の

ソフトで、ＰＤＦの結合やページの抽出、削除な

どの編集ができます。ＰＤＦにパスワードを付け

てセキュリティを強化することも可能なソフトで

す。有償版もあります。　　　

　　　（デジタルシフト推進委員会　室賀芳明）

テジタル入門研修会



行政書士とちぎ 2022.10

－３－



行政書士とちぎ 2022.10

－４－

栃木会の

申請取次行政書士

の動向

新規申出（９月）　　　　　　　　　　３名

更新申出（９月）　　　　　　　　　　５名

返還による減少　　　　　　　　　　　１名

申請取次行政書士（９月末現在）　１５７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：１０月３１日（月）　受付日：１１月１０日（木）時間は予約時に案内します。

※１１月は会務都合により第２木曜日になります。

※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。）

申出に関する日行連の研修会や特例措置については、日行連ＨＰ会員向けサイト「連con」

中央研修所の「申請取次関係研修に関するお知らせ」に掲載されております。
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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１３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１３回目 ≫
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今年度、新たに発足したデジタルシフト推進委

員会です。今月号より“デジタルシフト入門”と

題した記事を、連載させていただくことになりま

した。よろしくお願いします。

第１回は、“ブラウザ”です。

インターネットを介してホームページをパソコン

やスマートフォンから閲覧するために使用するソ

フトウェアを“ブラウザ”或いはインターネット

ブラウザ、ウェブブラウザと呼びます。語源は、

“草食動物が草を食べる”から転じて“拾い読み

をする”を意味するそうです。

マイクロソフト社の“ ”、グーグル

社の“ ”、アップル社の“ ”

等がそれになります。今更の感はぬぐえませんが、

改めてその活用方法について紹介したいと思いま

す。

情情報を素早く確実に探す

知りたい情報に素早くたどり着くコツをいくつか

紹介します。

・シンプルに検索する（基本的な名称や単語を組

み合わせて検索する）。

・スペルミス、大文字小文字は気にしない（ブラ

ウザが気が付いてくれます）。

・ダブルクォーテーション“キーワード”で囲え

ば、必ずそのワードを含むページを検索します。

・余計な情報は、そのワードの前に“－”（半角マ

イナス）で除外する。

・“キーワード ”と入力すると

ｐｄｆファイルのみ検索できます。

・『まとも検索』は、検索結果を公的機関、大学、

論文等に限定して表示してくれるサイトです。

・「画像」で検索する（これは、意外に使えます。

表、グラフも画像として検索できます）。

ブブラウザの情報の確認は

インターネット情報は、誰でも自ら提供したり、

削除することができます。提供されている情報に

は、様々なものが含まれているため、慎重に見極

める必要があります。

デジタルシフト推進委員会

見極める判断は、「だいふく」で確認する手段があ

ります。

だだ ・・・・誰が発信したのか

いい ・・・・いつの発信したのか

ふふく・・・複数の情報か

信憑性の高い発信元には、公的機関、教育機関、

研究機関、企業等があります。

ブブラウザの便利機能

・オンラインツール

インストールせずにオンライン上で、ツールが

使えます。ｐｄｆ操作、写真編集、動画変換、

よく使われる国税庁“ ”その一つです。

・メール、カレンダー、メモ、文書作成、表計算

などもブラウザ上で利用できます。

ソフトウェアを別途購入し、インストールするの

は費用も掛かり、インストール作業も面倒です。

ブラウザ上で利用できるなら、手早く作業が可能

となります。

便便利な検索機能“ レレンズ”

ウォーキングの途中、目の前の草花（動物、商品

等）の名前を知りたいと思ったと時はありません

か。

“ レンズ”は、 スマートフォンで

カメラがとらえた映像で検索する無料のアプリで

す。 でも使えます。商品であれば、値段を検

索してくれます。カメラに映る文字をテキスト化

してくれますが、外国語なら翻訳もしてくれます。

目当ての書類を探す場合にも、画像検索は活用

できます。流れ図、表、挿入図など画像検索から、

目当ての文献を探すことができます。

レンズは、“ ”でも利用で

きます。

デジタルシフト推進委員会では、会員のデジタ

ルスキルアップに寄与したく、研修会を開催して

います。こちらもぜひご利用ください。

（室賀 芳明）

第１回 ブラウザ
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　９月１４日（水）午後３時より令和４年度第３

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、「県理事より担当の

説明」が研修会や行政書士試験等でありました。

　『議題』では、大きく５つ取り上げ、「各種相

談会について」、「支部ホームページについて」、

「佐野支部内での研修会について」、「高齢者見

守りネットワークについて」「その他」と活発な

意見交換・調整・確認を行いました。

　「各種相談会について」では、「日本政策金融

公庫のなんでも相談会」、「１０月の広報月間無

料相談会」、「市合同相談会相談員の当番」につ

いて話し合われました。

　１０月以降も佐野市役所、葛生地区公民館、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。

　「支部ホームページについて」、「佐野支部内

での研修会」については、ホームページリニュー

アルし、リリースするにあたり、会員の専門分野

も異なるため、多種多様な業務への相互理解、市

民の皆様へのアピールを念頭に、会員同士の意見

交換も含める研修内容という一石二鳥の効果を目

指すことになりました。

　「高齢者見守りネットワークについて」も１０

年以上続いた仕組みであり、再度啓蒙を図ること

で一致しました。

　今回の理事会もオンライン会議でしたが、大分

板についてきた感覚です。いつも以上に白熱した

意見が飛び交い、大いに盛り上がる理事会となり

ました。１０月は行政書士の広報月間であり、佐

野支部としてもその役割の益々の認知・市民の皆

様のお役に立てるべく、気を引き締めて参りたい

と思います。

　　　　　　　　　　　　（支局長　坂上隆之）

　９月２９日（木）１３時３０分よりあしかがフ

ラワーパークプラザにおいて、足利支部の研修会

が開催され、１３名ほどの方が参加された。

　今回の研修会は、民法改正に伴う相続実務につ

いて、弁護士の長壁孝広先生を講師にお迎えし、

１時間３０分の講義が行われた。

　講義の内容は、平成２９年５月２６日民法の一

部を改正する法律の中から、債権法改正と相続法

改正を中心に、民法改正の概要、消滅時効制度の

改正、法定利率、遺留分侵害額請求、特別寄与料

の請求とご講義いただいた。

　３年前にも同じ講義内容で長壁先生に講義を行

っていただいたが、その後の長壁先生の実務経験

から、行政書士の実務で必要になってくるであろ

うポイントを押さえた講義内容となっていた。旧

民法と改正後のではどのような違いがあるのかな

ど、実際の事例も交えながらのとても濃い内容の

講義であった。

　参加された足利支部の会員の皆様も熱心に聞い

ており、講義終了後の質疑応答も積極的に質問さ

れていた。また、ひとつひとつの質問に丁寧にお

答えいただき、お忙しい中ご講義いただいた長壁

先生に感謝の意を申し上げたい。

　今後も、会員の皆様の実務に沿った研修会が開

催されることを期待する。

　　　　　　　　　　　（足利支部　本間美帆）

【足　利】

足利足利足利利足利足利足利利利支部支部支部支部支部部支部支部支部支部支部研修研修研修研修研修研修研修研修修会開会開会開開会開会開会開会開会会 催催催催催催催催足利支部研修会開催

【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 ３回３回３回３回３回３３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３回佐野支部理事会
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日 予 定 時 間 主 催

水 総務部会 ～ 総務部

市民相談会 於 足利市役所１階市民相談室） ～ 足利支部

火 シリーズ「相続」研修会 第３回 ～ 市民法務部

水 ＴＩＡ（栃木県国際交流協会）相談会 ～ 国際部

行政書士試験監督員説明会（於：とちぎ健康の森） ～

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 広報部会 ～ 広報部

申請取次新規受付 ～ 申取管理委員会

日 行政書士試験

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 登録説明会 ～ 総務部

デジタルシフト推進委員会 ～ ﾃﾞｼﾞﾀﾙｼﾌﾄ委

水 ＫＩＦＡ（鹿沼市国際交流協会）相談会 ～ 国際部

国際部会 ～ 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 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

封印報告書確認 ～ 封印管理委員会

金 貨物自動車運送事業研修会（全３回） 第２回 ～ 運輸交通風営部

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）

（予約問い合わせ 栃木市市民生活課 ）

～ 栃木支部

月 職務上請求書管理委員会 ～ 総務部

市民法務部会 ～ 市民法務部

木 制度推進部会 ～ 制度推進部

建設環境部会 ～ 建設環境部

建設業許可・経営事項審査の電子申請化に関する研修会 ～ 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 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 登録説明会 ～ 総務部

総務部会 ～ 総務部

火 自筆証書遺言制度概要研修会 ～ 市民法務部

栃木県行政書士会カレンダー（１１月）
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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

車検証電子化についての周知用ウエブサイトの開設について

日本行政書士会連合会会則の一部変更に係る総務大臣認可について

「車検証の交付に係る事務の委託制度」に関する業務習熟に向けた説明会について

司法研修に係る令和４年度広域講座開設助成金のご案内について

ウクライナ避難民等への支援活動状況に関するアンケートについて

電子車検証サンプルの送付について

軽自動車ＯＳＳにおけるサービス対象手続の拡大について

継続検査の申請（ＯＣＲ申請・ＯＳＳ申請）手続における納税証明書の提示省略化（納

税確認の電子化）について

令和５・６年度 入札参加資格審査申請のインターネット一元受付テストランの参加

モニター推薦について

「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

道路占用の取り扱いについて」の一部改正等について

権利擁護推進シールパンフレットの活用について

「建設特定技能外国人制度の説明会」開催情報について

日行連だより
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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。

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】車検証電子化についての周知用ウエブサイトの開設について

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】軽自動車ＯＳＳにおけるサービス対象手続の拡大について

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】継続検査の申請手続における納税証明書の提示省略化について

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】「新型コロナ影響に対応するための沿道飲食店等の道路占用の取扱いにつ

いて」の一部改正等について

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。

「建設特定技能外国人制度の説明会」開催情報について（周知）

車検証電子化についての周知用ウエブサイトの開設について
～日行連より～

軽自動車ＯＳＳにおけるサービス対象手続の拡大について
～日行連より～

継続検査の申請手続における納税証明書の提示省略化について
～日行連より～

「新型コロナ影響に対応するための沿道飲食店等の道路占用の取扱
いについて」の一部改正等について ～日行連より～

「建設特定技能外国人制度の説明会」開催情報について（周知）
～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

氏　　　名　石嶋　利彦

事務所名称　石嶋利彦行政書士事務所

所　在　地　栃木県鹿沼市上殿町３２５番地１

入　会　日　平成６年７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：元々は電力関係の会社に勤めており、工事を

するための許可申請を行う方として、行政書士と

いう職業を知りました。

　転勤が多い会社だったのもあり、将来的な独立

も視野に入れ、自己啓発のためにも資格を取ろう

と思ったのが 初のきっかけです。

Ｑ：現在はどのような業務を主に行っていらっし

ゃいますか？

Ａ：行政書士としては主に道路法や都市計画法、

農地法関係の許認可業務を行っています。

　土地家屋調査士等の資格も持っており、地目変

更や宅地分譲等土木設計を行うことが多いためそ

の業務と関連した仕事が多いですね。

Ｑ：やりがいを感じるのはどういうときですか？

Ａ：業務を無事完了し、報酬をいただけたときが

一番やりがいを感じると思います。

Ｑ：行政書士になって苦労したことはなんでしょ

うか？

Ａ：先程の質問に続くかたちになりますが、お金

をいただくというというのは大変なことだと思い

ます。

　また、世の中には様々な人がいるため、対人関

係で苦労することもありました。

　ただ、歳を重ねるにつれどんどん苦労を苦労と

思わなくなっていきましたね。

Ｑ：業務にあたり、気をつけていることはなんで

すか？

Ａ：一番は嘘をつかないということです。自己判

断でいい加減なことを言わず、確実なことだけを

伝えるということが大切だと思います。

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：他の行政書士さんとの繋がりをたくさん作っ

て、わからないことがあっても気軽に相談できる

環境を整えることが理想だと思います。

　昔は盗んで覚えろなんていう厳しい先輩もいま

したが、今はそういう時代ではないので、お互い

に協力して、わからないことはわかる人に聞いた

ほうがいいと思います。

Ｑ：今後のやりたいことなどはありますでしょう

か？

Ａ：昭和５２年に行政書士試験に合格し、長年仕

事に打ち込んできましたので、これからは囲碁や

ゴルフ、外国語など、趣味を楽しんでいきたいで

す。

　また、神奈川県に８年住んでいましたので、神

奈川時代の仲間とボート遊びをしたいですね。

　石嶋会員は、行政書士としてだけでなく土地家

屋調査士としても鹿沼市内外で多くの業務を行っ

ていらっしゃいます。

　これからも益々のご活躍をお祈り申し上げます。

　　　　　　　　　　　（支局長　大塚　圭希）
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支局かわら版

支部塩那
支部内の市章町章をみる

　現在、大河ドラマで「鎌倉殿の１３人」が放送

されています。この時代には、様々な合戦が展開

されており、武勲を上げることで統治する領土が

増える慣わしから目印となる旗印（紋章）を持つ

必要性が生まれたと言われてます。このため、武

士は、自分を表す旗印（紋章）が大変重要な役割

を果たしたとされます。この紋章は、平安時代の

公家が始まりとも言われ、時代とともにその意義

も変化してきています。

　戦のない苗字帯刀の江戸時代では、紋章（家紋）

が権威の象徴としても活用されています。明治時

代に入り、藩が無くなり、明治２１年には市制町

村制が交付され、地域に新たな市が誕生します。

その際、新たな市として地域を象徴するシンボル

マークの紋章が必要となり、自治体の「市章」が

作られることとなり、現在に続いています。

　塩那支部内の市章・町

章は、戦後や平成の大合

併後に作られています。

古い順から見てみると、

矢板市市章で「この市章

は、昭和３３年１１月市

制施行の際制定したもの

で、矢板市の「矢」に、やいたの「い」を図案化

したものであり、矢板市の伸張隆昌を力強く表わ

している。」

　高根沢町は、町章を昭

和３４年１２月２５日制

定。第１章町制施行の中

の説明では、「高を大き

くはばたく鳥にデザイン

し（発展）上部の山は山

脈、下部の波頭は町内三

大河川と町民の融和を表現したもの」

　塩谷町は、町章を昭和

５３年６月６日訓令第６

号で制定。解説では、

「塩谷町「シ」で谷をつ

くっています。中央部の

円形は町の「円満性」を

意味し、突起部は「髙原

山」を表現しています。今後大いに町が発展し、

飛躍するよう「シ」をつばさの形に両翼へ出して

います。」

　さくら市は、平成１７

年３月２９日告示第１号

で制定。１、図案の意味

では、「さくらの「さ」

をモチーフに、花びらの

ハートは市民が互いに思

いやる心を持ちつつ未来

へ羽ばたくことを表現している。２、市章の色は

（中略）さの字色は、白とする。」

　那須烏山市は、平成

１７年１０月１日告示第

２号で制定。那須烏山市

章の説明「１、全体に暖

色を使い、山とおひさま

で「自然」、「やさしい

町」をイメージしていま

す。おひさまは顔で、笑っているような目に見え

る部分は、２羽のカラスで２つの町が仲良く同じ

方向に向かっていくことを意味しています。上の

３つの部分はひらめき（知恵）を表しています。

山の部分は、重ね合う手で、結束を表現していま

す。２、スタンダードカラー」

　那珂川町は、平成１７

年１０月１日告示第１号

で制定。那珂川町章図案

の説明では、（１）那珂

川町のイニシャル「Ｎ」

をベースにデザインした。

　（２）「豊かな自然と

文化にはぐくまれ、やさしさと活力に満ちたまち

づくり」イメージして表現したものである。（３）

採色は３色とする。」

　これらの特徴は、昭和の戦後に生まれた市章や

町章は、戦後復興から高度成長期の時代を象徴す

るように鳥の翼を連想させる飛翔発展をイメージ

できるデザインとなっています。また、平成の大

合併に生まれた市章や町章は、色鮮やかでやさし

さや全体のまとまりのイメージを中心としたもの

に作られています。地方自治体の紋章は、時代が

流れてもシンボルマークとして、地域をまとめ、

地域で暮らしている人々の心を一つにする代表的

な象徴であることが改めて考えさせられます。

　参考資料：各市町ＨＰ例規集より

　　　　　　　　　　　　（支局長　石下辰博）
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シリーズ「相続」研修会 第３回 市民法務部 主催

全４回のシリーズ研修ではありますが、内容は各回独立していますので、受講したい内容のみご

参加下さい。

○開催日時 令和４年１１月８日（火）１３：３０～１６：１０

○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 遺産分割協議書の作成と遺言執行者の実務について

○講 師 行政書士・司法書士 佐藤 実

○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

○定 員 会場受講者 １２名 Ｚｏｏｍ受講者 ８０名 （基本先着）

○申込方法 会場受講

ＦＡＸもしくはメール。（本会代表メールアドレス ）。

補助者を受講させる場合、メールであっても必ず会員名と補助者名をご記入ください。

受講者証を送信します。

Ｚｏｏｍ受講

当当会ホホームページの会会員専用ページ「事務連絡」ににある「相続研修会第３３回回申込

にについて」かからお申込み下さい。

○申込締切 １１月３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。）

自筆証書遺言制度概要研修会 市民法務部 主催

○開催日時 令和４年１１月２９日（火）１３：３０～１５：００

○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 自筆証書遺言書保管制度の概要について

○講 師 宇都宮地方法務局 供託課 担当者

○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

○定 員 会場受講者 １２名 Ｚｏｏｍ受講者 ８０名 （基本先着）

○申込方法 会場受講

ＦＡＸもしくはメール。（本会代表メールアドレス ）。

補助者を受講させる場合、メールであっても必ず会員名と補助者名をご記入ください。

受講者証を送信します。

Ｚｏｏｍ受講

当当会ホホームページの会員専用ページ「事務連絡」にある「自自筆証書遺言制度概要

研研修会申申込について」からお申込み下さい。

○申込締切 １１月２０日（日）

（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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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４年１１月１７日（木）１０：００～１５：００

○開催場所 栃木県行政書士会館２階

○研修内容 基本的に午前中は登録に関する内容で、午後は封印に関する内容となります。

午前だけの受講、午後だけの受講でも問題ありませんが、新たに丁種会員となるこ

とを希望する方は必ず午前午後合わせて受講ください。

また、丁種会員希望の会員は１２月７日の出張封印（丁種封印指定）研修会受講も

必須となります。

丁種会員希望者向けの効果測定は１２月７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、この研修会と１２月７日の研修会の受講が必須となり

ます。

○対 象 者 会員

○定 員 １５名

○講 師 行政書士 飯塚 晃路

○受 講 料 一律５００円（午前午後受講。午前だけ受講。午後だけ受講。）

○申込締切 １１月１０日（木）

※ 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。

※ 本会では昼食は用意いたしませんので、各自ご用意ください。

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４年１２月７日（水）１４：００～１５：３０

○開催場所 宇都宮市文化会館 ３階 第１会議室

（宇都宮市明保野町７−６６）

○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

（コロナ禍のため一事務所会員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

○申込締切 １１月２５日（金）

※ この研修会に関しては受講者証はお出ししません。
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建設業許可・経営事項審査の電子申請化に関する研修会 建設環境部 主催

○開催日時 第１回 令和４年１０月１７日（月）１３：３０～１５：３０

第２回 令和４年１１月２４日（木）１３：３０～１５：３０

第１回、第２回とも同じ内容になります。

○開催場所 栃木県行政書士会２階からＺｏｏｍ配信

○研修内容 令和５年１月開始予定 建設業許可・経営事項審査の電子申請について

○講 師 栃木県県土整備部監理課建設業ご担当者様

○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

第１回目を受講した方が第２回目の受講も希望される場合、第２回目のみ受講の

方を先着で受け付けた後、受講枠に空きがあれば受付させていただきます。

あらかじめご了承ください。

○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 第１回 １０月７日（金）

第２回 １１月１７日（木）

Ｚ ｏ ｏ ｍ 受 講 希 望 者

○対 象 者 会員、補助者（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、１０月１３日（木）正午（第１回目申し込みの方）、１１月２１日（月）正午

（第２回目申し込みの方）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。

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。

受付後、受講者証をＦＡＸします。
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１１/１７ ５００円 １１/１０
自動車登録研修会兼

　丁種封印事前研修会

１１/１８ ５００円 １１/１１貨物自動車運送事業研修会　第２回

自筆証書遺言制度概要研修会

１２/７ 無　料 １１/２５出張封印（丁種封印指定）研修会

研　修　名

１１/２９
無　料 １１/２０

シリーズ「相続」研修会　第３回１１/８
無　料 １１/３

建設業許可・経審の電子申請化に関する

研修会　第２回
１１/２４

無　料 １１/１７

Ｚｏｏｍ受講希望者はメールでお申し込みください。

貨物自動車運送事業研修会（全３回） 第２回 運輸交通風営部 主催

○開催日時 令和４年１１月１８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 新規事業者の申請サポート

○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 行政書士 齋藤 貴史

○定 員 １５名

○受 講 料 ５００円

○申込締切 １１月１１日（金）

※ 第３回は「例題を用いた実務について」を令和５年１月１７日に開催予定です。

両方〇か
どちらかに〇

午前

午後

Ｚｏｏｍ受講希望者は会員専用ページからお申し込みください。

Ｚｏｏｍ受講希望者は会員専用ページからお申し込みください。
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　暑さ寒さも彼岸までと良く言ったものです
が、天気予報によれば今年の１０月は例年に
比べて暑く、１０月前半は真夏日（３０℃以
上）になる日がある、という予報が出ていま
した。
　自分が子供の頃は、１０月から衣替えで制
服も上着着用に変わりましたが、今は１０月
でも上着どころか、半袖という生活スタイル
になりそうです。
　地球温暖化対策は、否応無しに取り組んで
行く必要がある、と感じる今日この頃です。
　　　　　　　　　（広報部　小太刀庸恭）
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