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　令和５年の新春にあたり、御挨拶申し上げます。

　会員の皆様におかれましては、当会の運営に対し日頃よりご理解とご協力をいただきありがとう

ございます。

　昨年を振り返りますと、職務上請求書に関する対応に追われた１年でありました。１月から職務

上請求書管理委員会による使用済み控え綴りの確認作業を開始し、それ以前に比べ使い方に関して

の具体的な注意がおこなわれるようになりました。また、日行連において会則及び職務上請求書の

適正な使用及び取扱いに関する規則が改正され、本会の職務上請求書取扱規則もそれらに対応する

ように改正を致しました。職務上請求書の取り扱いに関して、会員の慎重な意識が高まっているこ

とを感じます。今後も規則に準じた対応を進めていきますので、ご協力をお願いします。

　もうひとつ大きなイベントとして１２月１日、２日と２日間にわたり宇都宮のホテルニューイタ

ヤにおいて関東地方協議会（関地協）と日本行政書士会連合会の連絡会を開催しました。これは当

会が今年度の関地協の当番であることから運営をしたものです。連絡会の開会式ではご臨席いただ

いた栃木県の福田知事、宇都宮市の佐藤市長にご挨拶をいただきました。日行連の他、１１単位会

の役員が出席して、１日目は①建設環境関係業務②運輸交通関係業務③市民法務関係業務④デジタ

ル推進関係⑤総務部事業関係⑥会長会の６つの会議に分かれて意見交換を行い、有意義な時間とな

りました。２日目は、日行連の常住会長から事業計画について詳細な説明があり、各単位会からの

意見や要望については金沢専務理事にご回答いただきました。新型コロナ感染症の収束が見通せな

い難しい状況の中ではありましたが、感染防止対策を徹底し無事に終了することが出来ました。

　昨今の新型コロナ感染症の影響もあり、国のデジタル化の推進が拡大しています。我々行政書士

は官公署に提出する書類の作成や提出を業としておりますので、この動きにより、今後国民の官公

署への手続がデジタルに置き換わることを想定し、当会としても対応をしていかねばならないと考

えています。昨年４月、当会にデジタルシフト推進委員会を設立いたしました。名称の通り、会の

デジタル化を推進する目的で設立し、現在は研修会の開催や事務のデジタル化への検討を進めてい

ます。

　ただ、現実的な問題として課題も多くあります。ＩＴの世界では進化のスピードが速く、さまざ

まなサービス形態があることから、当会役員の対応にも限界はありますし、費用に関しても無限で

はありません。また、デジタルになじみの少ない会員もおります、私自身もその一人であり新しい

電子機器には抵抗があります。当面は、私のようにＩＴに不得手な会員が少しでもデジタル機器に

触れていただき、その抵抗感をなくしていくことが必要です。このようにデジタル化への対応は簡

単ではありませんが、限られた予算と人材の中で少しずつ進めていければと思いますので、会員の

皆様にはご理解とご協力をお願いしたいと思います。

　結びに、この新しい年が皆様にとって良い年となりますよう祈念いたしまして、年頭の挨拶とさ

せていただきます。

会長　安　野　光　宣

令和５年 会長年頭所感

栃木県行政書士会
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　栃木県行政書士会の皆様、あけましておめでとうございます。

　栃木県行政書士会の皆様には、日頃から、県民や企業と行政

をつなぐパイプ役として、御尽力いただいておりますことに深

く感謝いたします。

　年頭に当たりまして、私の所信を申し上げます。

　はじめに、本年は、明治６（１８７３）年に栃木県と宇都宮

県が合併し、おおむね現在と同じ県域の栃木県が誕生してから 

１５０年の節目の年となります。皆様と共にこの記念すべき年

を迎えられますことを、大変うれしく思うところであります。

　また、６月には、我が国で初めてとなるＧ７男女共同参画・

女性活躍担当大臣会合が栃木県で開催されます。この機をとら

え、栃木県の魅力・実力を広く国内外に発信し、地域経済の活

性化やブランド力の向上に努めて参ります。

　さて、昨年開催された「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」につきましては、栃木県選手団の

活躍に感動と勇気をもらうとともに、県民総参加により大きな成果を収めて成功裏に閉幕すること

ができました。今後は、スポーツを通じた地域活性化など、両大会を通して培われた有形・無形の

レガシーを確実に継承して参ります。

　一方、新型コロナウイルス感染症対策につきましては、保健・医療提供体制の整備やワクチン接

種促進に向けた取組を着実に進めますとともに、引き続き、国や市町、関係機関等と緊密に連携し、

県民の命と健康、暮らしを守るため、必要な対策に万全を期して参ります。

　また、長期化するコロナ禍に加え、物価高騰などにより地域経済が大きな打撃を受けている状況

を踏まえ、社会経済活動の回復に向け、各種対策に取り組むとともに、強靱で稼ぐ力のある産業基

盤の確立を図って参ります。

　さらに、栃木県重点戦略「とちぎ未来創造プラン」に掲げた栃木県の将来像「人が育ち、地域が

活きる　未来に誇れる元気な“とちぎ”」を実現するため、国のデジタル田園都市国家構想総合戦

略にも呼応しながら、栃木県版まち・ひと・しごと創生総合戦略「とちぎ創生１５戦略（第２期）」

と連携し、プランに基づく各種プロジェクトをより積極的に展開して参ります。

　特に、人口減少・少子化対策としまして、若者や女性が働きやすい環境づくりを進めるとともに、

結婚の希望をかなえ、安心して妊娠・出産、子育てができる魅力ある地域づくりに取り組んで参り

ます。また、経済発展と地域課題の解決を両立することができる社会（Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０）の

実現を目指し、デジタル技術の活用やデジタル人材の育成に積極的に取り組むとともに、２０５０

年カーボンニュートラルの実現に向け、オール栃木体制による脱炭素化の取組を着実に進めて参り

ます。

　社会が大きく変化する中におきましても、時代の潮流を的確にとらえ、デジタル技術も有効に活

用しながら課題解決や魅力向上を図り、未来に誇れる「新しいとちぎ」づくりに全身全霊で取り組

んで参りますので、栃木県行政書士会の皆様のより一層の御理解と御支援をお願いいたします。

　本年が栃木県行政書士会の皆様にとって素晴らしい年となりますことをお祈り申し上げまして、

新年の御挨拶といたします。

　　令和５（２０２３）年１月

栃木県知事　福　田　富　一

栃木県知事　福　田　富　一栃木県知事　福　田　富　一栃木県知事　福　田　富　一令和５令和５（２０２3）２０２3）年  年  新年知事あいさつ新年知事あいさつ令和５（２０２3）年  新年知事あいさつ
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　新年おめでとうございます。令和５年の年頭にあたり、県議会

を代表し、謹んで御挨拶を申し上げます。

　栃木県行政書士会並びに会員の皆様方におかれましては、日頃

から県民と行政との架け橋として、高い倫理観のもと県民生活に

密着した法務サービスを提供するなど幅広く活動いただいており

ますことに、深く敬意と感謝の意を表する次第であります。

　私は、昨年３月、栃木県議会の第１０９代議長に就任いたしま

した。初代議長から現在に至る県議会１４３年の歴史と伝統に思

いを馳せ、議長という職責をしっかりと果たすべく、公平・公正、

中立を信条に、活気あふれる議会運営に全力で取り組んで参りま

した。

　お陰をもちまして、議長としての重責を果たしながら新春を迎えることができました。これもひ

とえに皆様方の温かい御支援・御協力の賜物と心から感謝を申し上げる次第であります。

　昨年を振り返りますと、「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」が盛大に開催され、スポーツの

すばらしさや感動を味わうとともに、県民を挙げてのおもてなし、感染症対策、環境に配慮した取

組、県民の皆様の思いを結集して本県の魅力・実力を全国に発信するなど、実り多い大会となりま

した。

　また、新型コロナウイルス感染症への対応は依然予断を許さない状況が続いており、感染症の収

束に向けた対策の徹底はもとより、状況に応じた見直しと検証が必要と考えております。加えて、

社会経済活動の回復に向け、各種施策の一層の推進が必要であります。また、気候変動の影響によ

る気象災害が頻発しており、防災減災対策や農作物の新品種・新技術の開発などにも取り組まなけ

ればなりません。

　こうした中、本県では、明るい栃木の未来に向けて、「とちぎ未来創造プラン」に基づき、人材

育成や地域活性化等を目指す施策を推進しているところであります。今年は、計画期間の後半を迎

え、これまでの取組を確かな成果へとつなげていく重要な年であり、県議会といたしましても、県

政の方針を決定する議決機関としての役割をしっかりと果たすことで、県民の皆様が未来に誇れる

元気な栃木の実現を目指し全力を尽くして参ります。

　また、今年は、栃木県誕生１５０年を迎えることに加え、Ｇ７男女共同参画・女性活躍担当大臣

会合の開催等が予定されており、これらを契機とした県民の皆様の郷土愛の高まりや女性活躍の一

層の推進、さらなる本県の魅力・実力の発信により、活力にあふれ、選ばれる地域社会の実現へと

つながっていくものと確信しております。

　皆様方におかれましては、「行政手続きの専門家」・「街の法律家」としてのお立場から、「ふ

るさととちぎ」の振興・発展と県民生活の向上のため、今後とも御尽力を賜りますようお願い申し

上げます。

　結びに、栃木県行政書士会のますますの御発展と、会員の皆様方の御健勝・御多幸を祈念申し上

げ、新年の挨拶といたします。

新春のごあいさつ新春のごあいさつ新春のごあいさつ 栃木県議会議長　栃木県議会議長　山　形　修　治山　形　修　治栃木県議会議長　山　形　修　治
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　新年、明けましておめでとうございます。

　年頭にあたり、県内市長を代表いたしまして、御挨拶を申し上

げます。

　さて、昨年は、依然として猛威を振るう新型コロナウイルス感

染症の影響が続く中、ウクライナ情勢や円安の進行などによる急

激な原油高，物価高により、市民生活が大きな影響を受け、県内

１４市におきましても、県民の皆様の健康と暮らしを守るため、

感染拡大防止や社会・経済活動の両立に向けて全力で取り組んだ

１年でありました。

　また、ボランティアを始めとする県民の皆様のおもてなしによ

り、全国から数多くの選手や関係者をお迎えし、「いちご一会と

ちぎ国体・いちご一会とちぎ大会」を盛大に開催することができました。

　令和５年を迎えて、栃木県市長会といたしましては、感染症対策や経済対策はもとより、魅力あ

るとちぎづくりに向け、県民の皆様がより安全・安心に暮らし笑顔あふれる明るい年となるよう、

県内１４市相互や栃木県、栃木県町村会などと連携しながら取り組んでまいります。

　栃木県行政書士会の皆様におかれましては、行政手続の専門家として、また、地域住民と行政の

パイプ役として、今後とも御協力を賜りますようお願い申し上げます。

　結びに、貴会のますますの御発展と会員の皆様の御健勝、御活躍を祈念申し上げ、新年の御挨拶

といたします。

　令和５年の新春を迎え、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　行政書士会の皆様には、つつがなく新しい年をお迎えのことと、

心よりお慶び申し上げます。

　さて、昨年は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響に加え、

原油・原材料価格高騰などの社会情勢の変化により、町村財政や

経済活動に大きな影響を及ぼした１年でありました。一方で、本

県では「いちご一会とちぎ国体・いちご一会とちぎ大会」が盛大

に開催され、県民が総力を挙げて、栃木の魅力を全国に発信する

ことができ、「アフターコロナ新時代」の幕開けを告げるにふさ

わしい年でもありました。

　人口減少・少子高齢化に加え、ＤＸやＧＸの活用による社会変

容への対応など、様々な重要課題への取組みが求められる中ではありますが、栃木県全体を元気に

できるよう、我々栃木県町村会１１町は、栃木県、栃木県市長会などとの連携を一層強固なものと

し、地域住民のために全力を傾注して参る所存です。

　行政手続きの専門家であります行政書士の皆様におかれましては、今後とも町村行政の円滑な遂

行と地域住民の福祉の増進に対し、ご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

　年の始めに当たり、栃木県行政書士会のますますのご発展と、皆様にとって幸多き一年でありま

すようお祈り申し上げ、新春のごあいさつといたします。

新 春 挨 拶新 春 挨 拶 栃木県市長会長　佐　藤　栄　一栃木県市長会長　佐　藤　栄　一栃木県市長会長　佐　藤　栄　一新 春 挨 拶

新 年 挨 拶新 年 挨 拶 栃木県町村会長　古　口　達　也栃木県町村会長　古　口　達　也新 年 挨 拶 栃木県町村会長　古　口　達　也
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塩那支部　鈴 木 一 雄

　もう何度目の年男だろうか？、その様

な書き出しが相応しい年になりました。

人生、前を見ると遙か彼方に道が続いて

いる様でありますが、過ぎ去った日々を

思い起こせばほんの一瞬の出来事の様に

思えます。近頃、若かりし頃入手したオ

ーディオを引っ張り出して聞いておりま

す。当時はＬＰレコード、カセットテー

プ全盛でして、まだＣＤは無かったので

すが、近頃またＬＰレコードがもてはや

されて居る様で有ります。音の世界は誠

に不思議なもので真空管アンプの新機種

も出ている様です。これも「温故知新」

なのでしょうか。これからの人生、人様に迷惑をかけず行政書士としてやっていけたらと思ってお

ります。最後になりましたが、皆様のご多幸をお祈りしております。

新年あけましておめでとうございます

足利支部　須 永 幸 道

　生涯現役時代と言われ、日本では７０歳を

過ぎても三人に一人が働いているとのこと。

　ある書物には「７０歳が老化の分かれ道」

とあったが、現役でいられることは少なから

ず老化防止につながるらしい。そうはいって

も「うっかり」は相変わらずだ。

　数年来、正月には読書をすることにしてい

る。老化防止のためと思ってのことだ。

　最近、見慣れた景色をみて昔の思い出と重

ねたり、時には自分の愚かさに「あゝ」と声

をあげてしまうことが多くなった。さて、ど

うしたことか。

　小石が長い年月を経て形を変えて今がある

ように、人もまたゆっくりと変わっていくのだろうか。歳をとったらとったで、また悩む時間が増

える。

歳とともに

年男年女のみなさん年男年女のみなさん年男年女のみなさん年男年女のみなさん年男年女のみなさん年男年女のみなさん



行政書士とちぎ 2023.1

－７－

塩那支部　檜 山 　 滋

　うさぎ年生まれの小生は、還暦を迎え、自宅も新築し、晴れがまし

い誕生日であった。

　その１ヶ月後に大地震が起きることなど知らず、美酒に酔っていた。

　事務所から避難すべきか迷ったが、咄嗟の判断で外に出た。悪夢の

ような時間。その後の地域の混乱。忘れ去ることのできない時代。あ

れから１２年、また、干支が回ってきた。

　失意のうちに他界された方もいるだろうに、まだ生きながらえてい

る自分がいる。

　すべて現世で起きたことであるのに、加齢とともに記憶の凄烈さが

薄れてゆく。

　できれば、あのような経験は二度としたくないものである。全人類

に災禍の訪れない１年でありますように。　

２０１１年「辛卯」

小山支部　鈴 木 　 昇

　健康を考える様な年齢になり、たまに近所の思川の土

手道を散歩する機会が増えてきました。今まで無関心だ

った自然が身近に感じる様になりました。

　四季折々に、思川桜、ヒガンバナ、タンポポ、コスモ

ス、木々の紅葉、河原の涸れススキなどを楽しみながら

散歩しています。

　又、季節により特徴のある雲を見るのも楽しみの一つ

です。雲はエアロゾル（目に見えないチリ）の核に水分

が付着した集合体です。同じ形の雲は絶対無いそうです。

エアロゾルは、砂漠の黄砂、塩分（海の波の砕けた飛沫）、花粉、流れ星の燃えかすなどです。

　これからも健康のために、身近な自然を楽しみながら散歩したいと思います。

♫ 夕焼け空が真っ赤か、トンビがくるりと輪を描いた♩
　皆さんも、鼻歌を歌いながら「身近な自然」を楽しみましょう。

「身近な自然」

宇都宮支部　小 林 　 修

　新年を迎えるにあたり、年男である自分に寄稿の依頼がありま

した。考えますと７１年の歳月を重ねて来ましたが、波乱万丈の

人生ではないので、思い当たる事は特にありません。人並みに大

学卒業後、銀行に就職し、結婚して子供が出来、暫くして行政書

士として、現在に至っています。

　また、近日に至るまで行政書士会の人々には、お世話になり、

感謝しております。行政書士の父から引き継ぎましたが、最近変

わったと感じる事は、社会の情勢がデジタル化に傾いていると感

じている点です。陸運事務所のズームでの説明会では、今年から、

普通車の車検証が電子車検証になり、読み取りにＩＣカードリー

ダーを使うことになるなどがあります。身近な事でも、検索する

側は便利な事ですが、Ｇｏｏｇｌｅの地図検索の写真掲載に関しては、

個人情報とリンクしないのかな？と感じる事があります。

　人生もあと僅かなものですから、他人の事を思いつつ、自分の信念に従っていこうと思います。

最近の事
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宇都宮支部　塩 田 陽 子

　あけましておめでとうございます。

　皆様のお陰で無事に新しい年を迎えることができました。

　おかげさまで当事務所は今春創業１４周年を迎えます。

思い返せば、初めてお会いしたお客様に『こんな頼りない

先生に依頼して大丈夫かと思った！』と言われたことは一

度や二度ではなかったように記憶しています。そんな私が

着実に年齢を重ね、行政書士として失敗や苦難を含め実務

を積み、家庭においては子育て真最中の必死の時期を脱出

し、今や大抵のことには動じない完全な中年女性となれた

ことを嬉しく思います。鍛えられた１４年だったなと。

　そんな怒涛のような１０数年でしたが、実はずっと続け

ていたことがあることに気が付きました。

それは、毎朝４時に起きるということ。なぜそんな早朝に

起きるのかというと、行政書士になろうと決め独学を始め

たちょうど１７年前は、下の子まだ３歳で、到底自分自身

の勉強に充てる時間がなく、家族が寝静まった夜中の３時、

４時起き子供や旦那さんが起床するまでの数時間を自分の

時間に充てていた習慣が今まで続いているからなのです。

行政書士となった後も、朝４時には起き、新聞購読や法律

の勉強をする時間にしていましたが、その毎日の情報収集は、どれだけ業務の助けになったかは後

で思い知らされました。毎日ちょっとでも、何かを継続することは大きな力になります。

　また余談ですが、私は３０年以上継続している習慣もあります。１６才の高校生の時から毎朝腹

筋と足のストレッチ１５分を３０年以上ほぼ毎日続けています。妊娠中もやっていましたので驚き

ですが、よく転ぶ私が、この年齢で骨折などせず健康で柔軟な体でいられるのはこの習慣のおかげ

だと思います。

　今後も、日々精進し、一歩一歩研鑽積み重ね行きたいと思いますので、皆様今度もご指導いただ

きますようお願い致しまして、新年のご挨拶とさせて頂きます。

『継続は力なり』

宇都宮支部　塩 濱 茂 夫

　新年明けましておめでとうございます。

　今年は７２才の年男ということで寄稿の御依頼がありましたの

で筆をとらせていただきました。

　行政書士証票を見ると平成２９年１１月１５日に特定行政書士

の研修を修了したし合格したしとの記載があるので、平成２７年

から受験を始め、３年目に合格したことになります。なぜ３年も

かかったかというと初年度の試験の時に１時間経過したので、試

験会場を退出してしまい、そのため規定により試験問題を持ち出

すことができなかったからです。

　幸いネット上で合格したと思われる方が当初の問題と本人の回

答を発表してくれていたので大いに参考になった次第です。

特定行政書士受験記
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日光支部　石 川 　 茂

　還暦で、山本七平『「空気」の研究』にふれ、

「そう、あるある」と共感した。『一下級将校

の見た帝国陸軍』をめくり、「戦争ってこうい

うものか」なんか実感した気がした。

　古希で、阿部謹也『日本社会で生きるという

こと』にふれ、「なんだ『世間』ってあるんだ」

今さらながら感心した。

　写真は、日光市と観光友好都市である慶州

（경주キョンジュ）の世界遺産「良洞民俗マウ

ル（양동민속마을ヤンドンミンソクマウル）」

です。

　良洞初等校の子どもたちが郷土の歴史体験学

習をしていたので声をかけたら、気さくに寄っ

てきてくれた、「嬉しい」。

　『地球の歩き方「韓国」』を携え、民泊に泊

まり、毎月行ったり来たりを繰り返し１年かけ

て大方の地方を見て回った。

韓国旅行大好き

宇都宮支部　西 村 直 也

　皆様、新年あけましておめでとうございます。本年もよ

ろしくお願いいたします。

　さて、卯年となる今年は、私の生まれ年となります。年

男です。

　といっても、方々から原稿依頼が来て、何だろうと思え

ば、年男だったからというわけです。この機会に年男って

いうけれども、どういうことかを調べてみました。

　自分の干支が巡ってくるたびに年男となるわけですが、

縁起が良いとされる説と、悪いとされる説の両方があるよ

うです。折角ですから、前向きに考えて年神様のご加護を

得て、この一年をツイているということにしていきたいと

思います。

卯年に向けて思うこと
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鹿沼支部　田 島 保 夫

　新年あけましておめでとうございます。

　行政書士会に入会して５年が過ぎましたが、未だに何を専門の仕事

にしたら良いか定まっていません。元勤務していた測量設計事務所の

手伝いと年金で生計を立てている現状です。コロナ禍で、仕事も地区

民生委員活動にも様々な制約を受け３年が過ぎようとしています。今

年は私自身行政書士として専門の業務を見つけ飛躍できる年となるよ

う、またお引き受けしている民生委員活動でも地域の皆さんに喜んで

もらえるよういっそう努力していきたいと思います。

　一日も早いコロナ感染症の終息を願いますとともに、皆様にとって

良い年となりますようお祈り申し上げます。

コロナウイルス感染症の終息を願う

那須支部　大 塚 弘 大

　新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお

願い致します。

　うさぎには穏やかで家内安全の象徴という意味があるよう

ですが、もともとは冒（茂）という字だったそうで、この字

には植物の万物がしげるという意味があり、うさぎが跳ねる

ように農作物が跳ね上がる程の豊作という意味が込められて

うさぎになったそうです。このような由来から、卯年は何を

やっても跳ね上がるとされ、仕事を始め賭け事なども親しま

れているとの事。新しい事を始める年としても最適だそうで、

何年やっても新しい仕事を経験するものである私たち行政書

士にとって、ぴったりな年かもしれません。私も今年は年男

として飛躍できるようになりたいものです。

卯年を迎えて

宇都宮支部　藤 沼 哲 史

　明けましておめでとうございます。私は６回目の年男として

新年を迎えました。

　これまで健康上では血圧に気を付けながらも、身体的な活動

にはむしろ自信があり、「高齢者、老年等」とは無縁と思って

きましたが、年下の知人が何人も世を去るなど気が滅入ること

が多い中で、昨年の夏の終わり頃から多少体調を崩し、長年続

けてきたおじさんソフトボールもしばらく練習を休むなど、自

信に陰りがでています。

　先月、かなりの時間をかけて恒例の五葉松の自己流剪定をし

ましたが、脚立の上で長時間、肩や背中の痛みと日によっては

寒風に耐えながら松葉をむしり取っていました。茶色が混じっ

た青黒い松葉の塊（かたまり）が、緑の葉と枝で適度の隙間を

保ちながら心地よいコントラストを見せるまでになりました。

　作業終了後の夕方、松を見上げると夕焼けを背景に波を打つ

ような松の枝と葉のシルエットが浮かび上がり、小さな感動を覚えました。体調の変化等から衰え

の予兆を感じる昨今、そろそろ「老い」を受け入れる準備も必要かなと思った次第です。

夕暮れの五葉松を見上げて
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宇都宮支部　村 松 　 剛

　昨年１０月上旬、流暢な日本語で「先生にお礼がしたい」と突然の

電話。ん？事情を聞けば、その年の２月に入管業務の依頼があり、私

は不得手のため専門の行政書士を紹介したことがありました。そのと

きのお礼に依頼人から「今年、収穫したお米です！」と、新米を頂き

ました。

　そこで思い出したのが、もう４０年以上前の光景。当時弁護士だっ

た祖父の事務所に、多種のガラス瓶が整然と並んでいました。訳を聞

けばそれは薬用酒で、祖父の華奢な体を案じ、その時々の依頼人が持

参したそうです。そのことを回想し、祖父の薬用酒と頂いた新米を静

かに重ねました。祖父も依頼人の心遣いは嬉しかったことと思います。

　私はまだまだ勉励の身、研鑽を積みながら日々邁進しようと思いま

す。

感謝の新米

栃木支部　矢 部 久 美 子新年に向けて

　年女という節目にあたり、行政書士会登録５年

目の令和５年スタートに向けて現在の心境を自由

に述べさせていただきます。

　行政書士は常に各法律の変化に敏感でいるべき

であり、顧客に寄り添い柔軟な対応をするお仕事

と実感しております。しかしながらまだまだ半人

前であり、このような成果物で良かったのか、ア

ドバイスは的確かと自問自答を重ね、到達点を見

出せないまま自己研鑽をし空回りもしばしば…と

いうストレスフルな日々を送っております。

　そのような生活の中、自分らしさを十分に解放

してくれるのが趣味としてはじめた油絵です。幸

い母親が日展画家で地域等の会で油絵の指導をし

ていることもあり、これまでは母親の絵の被写体

側でしたが自分もふと興味を持ち描いてみること

にしたのがきっかけです。

　規律規則に捉われず自由に自己表現をさせてく

れ、やり直しもきく。緊張感のある日常の業務と

のバランスを取ってくれます。

　また、無心になり没頭し何かに集中する心地よ

さはリフレッシュに最適です。油絵の良き指導者

が身近にいることに感謝し、健全な業務遂行のた

めにも続けていこうと思います。
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宇都宮支部　田 中 香 奈 恵

　皆様におかれましては、おすこやかに新春をお迎え

のことと存じます。

　元号が令和に変わって、もう５年目なのですね。時

の流れとは実に早いものです。

　私事ではございますが、行政書士として開業して丸

３年が経ちました。最初はどうなることやらと思いま

したが、素敵な先輩方、一緒に仕事をしてくださる方

等、沢山の出会いに恵まれ、ここまで続けてこられた

ことに大変感謝しております。私が主に扱っているの

は、外国人の在留資格諸申請の取次業務のなかでも特

定技能に関するものですが、こちらも比較的新しい在

留資格です。日々精進して、最良な仕事をしていきた

いと思います。

　うさぎ年にあやかって、飛躍の多い年となるよう励んでまいりますので、皆様どうぞよろしくお

願い致します。

『兎女からのご挨拶』

宇都宮支部　安 永 香 里

　新年明けましておめでとうございます。

　昨年６月に開業して半年。研修会等で沢山の諸先輩方に

出会い、様々な事柄についてご教授いただくことができ、

多くの事を学ぶ事ができました。

　登録後は、業務分野の広さに驚きましたと共に、行政書

士業の未来に多くの可能性を感じております。

　様々な業務について必死になって勉強する日々の中で、

世界が広がりましたことを、心より感謝申し上げます。

　「毎日を一生懸命に丁寧に生きる」

　行政書士人生、スタートしたばかりですが、諸先輩方が

積み重ねてこられた歴史に恥じぬ様、日々精進して参る所

存でございます。

　不躾なお願いではございますが、ご指導ご鞭撻のほどお

願いできれば幸いです。

　末筆となりましたが、栃木県行政書士会の益々のご発展

と、諸先輩方のご多幸を御祈念申し上げます。

新年を迎えて
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　令和４年１２月１日（木）、２日（金）に、宇

都宮市のホテルニューイタヤにて、日本行政書士

会連合会と関東地方協議会（略して「関地協」と

呼びます）との連絡会が開催されました。栃木県

での開催は、２０１１年に開催されてから、１１

年ぶりになります。

　関地協は、関東甲信越の１都１０県（東京、神

奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城、新潟、山

梨、長野、静岡）の単位会で構成されています。

今回も各会から多くの役員が出席されました。

　１日目は開催地である福田富一県知事、佐藤栄

一宇都宮市長を来賓にお招きした開会式の後、会

長会と５つの意見交換会（建設環境、運輸交通、

市民法務、デジタル推進、総務部事業）に分かれ

て、事前に各会にお願いしたアンケートを中心に

した情報交換を行いました。それぞれの業務に詳

しい各会の役員が集まったので、各県の問題点や、

それぞれの県での事例発表など活発な発言がなさ

れ、予定した２時間では収まり切れないほどでし

た。

　１日目の夕方６時からは懇親会となり、ここか

らが本領を発揮した方もいたとかいないとか。藤

原武人カルテットのジャズの生演奏が流れる中、

宇都宮ならではのオリジナルカクテルコーナーや、

栃木県ならではの那須高原牛のステーキがメイン

ディッシュに用意されるなど、ここでしか味わえ

ない贅沢な時間を過ごしました。

日行連関東地方協議会連絡会開催
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　宴もたけなわ、ジャズの演奏が終わると、旧知

の役員からリクエストがあり、元会長・須永威相

談役の「荒城の月」、「君恋し」とアカペラでの

歌唱披露で、最高潮に。大いに盛り上がった懇親

会のあとは、それぞれの単位会役員ごとに宇都宮

の夜を満喫されたようです。

　２日目は、９時から連絡会のメインとなる全体

会が行われました。

　常住日行連会長から、日行連の事業の取り組み

状況が１時間にわたり説明された後、関地協から

事前に提出した日行連への意見・要望に関して日

行連の金沢専務理事から回答がありました。１６

の要望のほとんどに対して、前向きに検討や推進

するなどの回答があり、建設的な要望であったと

思います。

　その後、日本行政書士政治連盟（日政連）の井

口会長から、日政連の事業や課題として推進して

いることに関して説明をいただきました。

　閉会式では、次年度の開催予定が埼玉会の関口

会長から発表されただけでなく、今回の栃木会の

連絡会に対してお褒めの言葉をいただいたことが

嬉しく感じました。

　コロナ禍に開催することの難しさもありました

が、結果的に皆様に喜んでいただいたようです。

次に当番がくる１１年後に引き継げるよう、記録

を残しておきたいと思います。

　　　　　　　　（広報部　小平磨弓、事務局）
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　１２月１６日（金）１４時３０分より宇都宮駅

東口宮みらいに新築された「ライトキューブ宇都

宮」において、第３回理事会が開催されました。

　安野会長の挨拶後、安野会長・関副会長・長竹

会長より下記の事項が報告されました。

　（１）日本行政書士会連合会の近況報告　

　（２）日行連と関地協の連絡会の報告

　（３）令和４年度行政書士試験実施結果の報　

　報告の後、安野会長が議長に就任して議案審議

に入り、上程された議案は総務部長より詳細に渡

り説明され、問題なくすべて承認されました。

　議案第１号　令和４年度事業推進状況につい

　　　　　　　て

　議案第２号　栃木県行政書士会事務手数料規

　　　　　　　程の改正について

　議案第３号　栃木県行政書士会職務上請求書

　　　　　　　取扱規則の改正について

　議案第４号　議案第２号並びに第３号におけ

　　　　　　　る字句の一部修正委任について

　　　　　　　　　　　　（広報部　豊田近弘）

　令和５年１月１日から、事務手数料の一部と職

務上請求書取扱規則が変更になりました。１２月

下旬に全会員宛に、周知文書を郵送しております。

　特に、職務上請求書の取扱いについては大きく

変わっておりますので、郵送した文書の内容をご

確認くださいますようお願いいたします。

令和４年度第３回理事会開催

　１２月８日（木）１３時３０分から行政書士会

館２階会議室において、相談業務の受け方研修会

が開催されました。相談業務の受け方研修は約８

年ぶりの開催であり、講師は小山支部の土方美代

会員が務め、１１名が受講されました。行政書士

業務の中でも「権利義務に関する書類」や「事実

証明に関する書類」を作成するためには、依頼人

の真意を汲み取るスキルが必要とされます。人と

コミュニケーションをとる仕事において“傾聴”

はとても大切でありますが、ひと言に傾聴と言っ

ても簡単ではなく、テクニックが要求されます。

相手の呼吸に合わせたうなずき、相槌、間の取り

方、目線や姿勢、これらの技法は意識をすること

で可能となります。研修では実際に参加者同士で

傾聴トレーニングを行い、信頼関係を構築するた

めに、相談者に深く丁寧に耳を傾けるスキルを学

びました。

　土方会員の研修は、机、レジュメは使わず、椅

子を円に並べ、人対人のコミュニケーションを中

心に進められます。参加者は緊張、戸惑いの表情

を浮かべるスタートとなりましたが、進行につれ

笑顔が増え、あっという間に研修終了の時刻とな

りました。

　この研修は、行政書士業務だけでなく私たちの

日常にもとても為になる研修会でした。マスク生

活が当たり前となり、人と距離をとらなければな

らない現代だからこそ傾聴というスキルの必要性

を強く実感する研修会となりました。

　　　　　　　　　（市民法務部　佐々木真弓）

相談業務の受け方研修開催
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今回は、ＬＩＮＥです。当会でも多くの会員が

利用されていると思います。今更感は否めません

が、改めて、ＬＩＮＥの活用方法等について理解

を深めたいと思います。

ＬＬＩＮＥは、インターネットサービス

ＬＩＮＥはインターネットサービスの一つで

す。音声、テキスト、画像、ビデオ等もデータで

すから、ＬＩＮＥ上で全て取り扱うことができま

す。

ＬＩＮＥ通話は、通常電話で使われる電話回線

を使いません。その代わりインターネット回線を

利用します。そのためＬＩＮＥの音声通話に電話

回線料金は掛かりません。別途契約しているイン

ターネット契約内のデータ量として加算されます。

ＬＩＮＥ通話を積極的に利用することで、電話

の通信料金の負担を軽くすることができます。

ＬＩＮＥは、通話を含め登録した者同士だけで

利用します。そのためメールのように知らない人

からの“迷惑なメール”が入ってこないメリット

があります。

ＬＩＮＥには、ビデオ通話、多人数で行うミー

ティング機能があります。ミーティング機能は、

最大５００人まで参加可能で、時間制限がありま

せん。画面共有機能等も備えておりＺｏｏｍと比

べても遜色ありません。顧客と書類或いは画面を

見ながらであれば、使いやすいように思います。

ＬＩＮＥのサービスは全てが無料ですが、通信

料はかかります。映像や画像を使うミーティング

機能などは、Ｗｉ－Ｆｉを利用することを強く勧

めます。

＊Ｗｉ－Ｆｉ：世界で最も幅広く利用されている無線通

信技術

ＬＬＩＮＥは、パソコン版もある

スマートフォンを用いて文字入力するのは、い

ささか面倒です。ということで、私は、主にパソ

コン版ＬＩＮＥを利用しています。

パソコンでＬＩＮＥを使うには、パソコン版Ｌ

デジタルシフト推進委員会

ＩＮＥをインストールするか、ブラウザから利用

する方法があります。

パソコン版ＬＩＮＥのおかげで、スマートフォ

ンで撮った写真の共有、メッセージのやり取り、

場合によっては顧客と資料の受け渡しも可能です。

ＬＩＮＥのもう一つ特徴に、大きなサイズのフ

ァイルが送れることです。パソコンで資料作成し

た後に、メールで送ろうとしたら容量オーバーで

弾かれても、ＬＩＮＥならラクラク送れます。

ＬＬＩＮＥのキープ機能は、クラウドストレージ

ＬＩＮＥは、トークで送られてきた写真には保

存期間が設定されています。送られた画像や、動

画はトーク以外に保存する必要があります。

ＬＩＮＥのキープを使うと、トーク内容や画像、

動画やリンクなど後でチェックしたいデータをＬ

ＩＮＥ内に簡単に保存することができます。提供

されている容量は、１ギガバイトです。動画、写

真、テキスト等、自動的に整理されます。

ＬＬＩＮＥには、ビジネス版がある

ＬＩＮＥには、トークはもとより、掲示板、カ

レンダー、タスク、共有ストレージ等の機能を充

実させたビジネス版ＬＩＮＥ（ＬＩＮＥ ＷＯＲ

ＫＳ）があります。セキュリティも強化されてお

り、チーム、法人等で利用するにはお勧めです。

無償版であっても、１００人まで利用できます。

事務所内での利用、支部の連絡網などに活用し

てみてはいかがでしょうか。

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。

（デジタルシフト推進委員会 室賀 芳明）

第４回 コミュニケーションツール ＬＩＮＥ
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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

建設業法施行令の一部を改正する政令について

軽自動車ＯＳＳにおける「地方税ダイレクト納付に係る引落口座登録手続」の事前取

扱い等の開始について

戸籍の附票の写しが単独で本人確認書類に該当することについて

執行官の採用選考受験案内について

「戸籍の附票の写し」に係る犯収法施行規則の改正について

ＯＳＳ都道府県税共同利用化システム更改に伴う対応について

改正所有者不明土地法説明会（士業団体向け）の開催について

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契約の適正化について

社会福祉法人中央共同募金会「遺贈・相続寄付に関するパンフレット（ 年改訂版）」

に係る周知協力について

下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について

継続検査申請手続き時の軽自動車ＯＳＳポータルサイトの変更点について

「働きやすい職場認証制度」申請受付の開始について

再生資源利用（促進）計画の掲示様式について（周知）

相続土地国庫帰属制度における書類作成可能な資格者等について（周知）

オンラインセミナー「認定薬局制度と薬局支援について」の開催について（周知）

日行連だより

　令和４年１２月１７日（土）午後４時よりホテ

ルサンルート栃木で栃木支部研修会が、研修会後

の午後６時より懇親会が開催されました。研修会

は２４名、懇親会は２０名の出席がありました。

　研修会は「２０２３年１０月から開始されるイ

ンボイス制度　いつまでにどんな対策が必要？」

というテーマでした。税理士でもある板倉会員に

より、インボイス制度についての解説をしていた

だきました。仕入額控除や簡易課税制度などの仕

組みもわかりやすい解説で、すっきりと理解でき

ました。行政書士業についても現在の事業の在り

方、そして、これからどう在るかにより、対応を

選ぶことが大切であること、税理士さんにお願い

する場合にどんなことをどんなふうに伝える必要

があるか、税務調査があった場合にどういうこと

が問題になるのか？等の注意点などを教えていた

だきました。税関係の研修会ではありましたが、

時に笑いある楽しい講義でした。

　備えあれば憂いなし！まさにインボイスに対す

る憂いのなくなった研修会でした。　

　続いて行われた懇親会も和やかに楽しく行われ

ました。

　　　　　　　　　　　　（支局長　田中順子）

【栃　木】

栃木栃木栃木木木支部支部支部支部支部研修研修研修研修研修修研修研研修修研修会会会会会・会・会・会 懇親懇親懇親懇親親懇 会に会に会に会に会に会会についついついついいついついててててて栃木支部研修会・懇親会について
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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

　　

　今回は、足利支部の志部さやか行政書士事務所

へおじゃましました。

Ｑ　どのようなきっかけで、行政書士になったの

でしょうか？

　結婚して栃木県に嫁いですぐにコロナ禍になり、

家で過ごす時間が増え、こんな機会はきっとこれ

からなかなかないので、地域やお寺のためになる

ような資格を取ろうと思ったのがきっかけでした。

以前から「行政書士」という職業は知っていまし

たが、書店に行って資格コーナーで参考書をあさ

り調べていくうちに、これこそが私に必要な資格

だ！と思い、私は行政書士を、また夫は土地家屋

調査士を目指して勉強を始めました。

Ｑ　どのような業務をされていますか？

　お寺という立地から、やはり遺言、相続、死後

事務委任、又少し変わり種の寺院法務（主に規則

変更）などが多いです。他にも古物商許可、現在

は農地転用などのお仕事もさせていただいており

ます。

Ｑ　開業されていかがですか？

　開業して８ヶ月が経ちましたが、きっと行政書

士にならなければ、出会うこともなかっただろう

と思われる方々に多くお会いでき、とても嬉しい

です。また、行政書士になったことを知った知人

などからも、行政書士だからこそのれる相談事が

増えました。

Ｑ　ホームページを拝見致しましたが、お寺の中

に事務所があるのでしょうか？

　そうなんです。赤城山長昌寺という曹洞宗の寺

院です。そこの門前の自宅にて開業しました！

「袈裟掛けの松」という、足利市の文化財にもな

っている樹齢５００年の松があります。お近くに

お越しの際は、ぜひ、お立ち寄りください（笑）。

Ｑ　業務で大切にされていることは何ですか？

　行政書士の業務は、所謂「普通」の生活の中で

は、あまり馴染みのないものが多くあるかと思い

ます。当たり前のことではありますが、ご相談者

のかたにとって、とにかくわかりやすいように工

夫し、安心して頂けるように、流れや現在地をご

説明することです。

Ｑ　趣味や休日の過ごし方は？

　自宅に猫がいるので、猫と一緒にソファーに寝

そべり、映画を見ることです。ドライブ、仲間と

のゴルフ、キャンプや温泉旅行も大好きです。

Ｑ　今後の抱負について教えて下さい

　まずは、私を頼って相談に来てくださる方々に

最大限尽くすことです。ほっ、としていただける

ような存在になりたいと思います。あとは、許認

可業務をもっとやりたいなと思います。夫が時を

同じくして土地家屋調査士試験に合格し、１２月

に同じ場所で開業しましたので、何か一緒にでき

る業務が増えていくといいなと思っています。

　お忙しい中、本当に有難うございました。

　　　　　　　　　　　（足利支部　本間美帆）

氏　　　名　

　志部　早耶花（しべ　さやか）

事務所名称　

　志部さやか行政書士事務所

所　在　地　

　足利市高松町４５５

入　会　日　

　令和４年４月２日
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支局かわら版

宇都宮支部
本年開業の芳賀・宇都宮ＬＲＴ

　今回はいよいよ本年開業に向けて工事が進めら

れている芳賀・宇都宮ＬＲＴ沿線を見てきました。

　開業すれば工事中の様子を見ることは出来ませ

んので、今だけのチャンスです。

　新４号国道からよく見える車両基地です。車両

基地の建物はほぼ完成しているようですが、建物

周辺の外構工事が進められているようで、既に車

両も納入されています。車両基地内で試運転が実

施されていました。

　次に鬼怒川を渡り、住宅や商業施設が多く誕生

したゆいの杜地区と、北関東工業地域を代表する

清原工業団地へ向かいました。この近辺は工事が

始まる前から度々通ることがあり、線路が敷設さ

れ、駅が設置され、電車用信号機が取り付けられ、

架線が通され工事の進捗を実感するエリアでした。

　これまで栃木県民に馴染みのなかった電車用信

号機は、車を運転する時に見落とさないよう注意

が必要となりそうです。

　朝夕の通勤ラッシュだけでなく、グリーンスタ

ジアムでイベントがある日には、周辺の道路が混

雑することもしばしばありましたので、開業後は

ＬＲＴに乗って訪れる観客が増えることでしょう。

　最後に宇都宮駅東口を訪れました。

　コロナ禍で生活習慣が変わり、しばらく宇都宮

駅東口へ出向く機会がなかったため、その間に様

子が大きく変わっていました。宇都宮駅東口地区

整備事業により新たな施設が開業し美しい街並み

になりました。

　数年前に富山市へ行った際に、実際に走行して

いるＬＲＴを初めて見ました。

　しかし、従来からある路面電車もたくさん走っ

ている所ですので、何が違うのだろうかとは思い

つつ、路面電車とＬＲＴの違いがいまひとつ解ら

なかったのですが、この記事を書きながら調べて

いると、停留場と車両の段差がないよう工夫がさ

れていたり、運行速度が速いようです。

　開業までのコストも時間も抑えられており、確

かに工事が始まってしまうと進みが早かったよう

な気がします。

　開通後にはぜひ宇都宮駅周辺のみならず、郊外

まで乗って宇都宮の新たな景色を見たいものです。

　これから沿線の開発も更に進んでいき、行政書

士がお手伝いする機会もたくさんあるはずです。

　令和の時代に誕生する日本初のＬＲＴ新設事例

として、日々の生活を送る市民が便利になるだけ

でなく、全国から多くのお客様を迎えることとな

るはずですし、長期的な視点で成功して欲しいと

願っています。

　　　　　　　　　　　　（支局長　小池　学）

【車両基地】

【宇都宮駅東口停留場付近】

【グリーンスタジアム前停留場付近】
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国際業務研修会 国際部 主催

○開催日時 令和５年２月１５日（水）１３：３０～

○開催場所 栃栃木県教育会館 大会議室（宇都宮市駒生１－１－６）
○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）

○受 講 料 無料

○申込締切 ２月１０日（金）

○定 員 ３０名　受講者証を送信します。

＊会の外国人相談会の相談員はお申込み不要です。

※「出出入国管理法令集」、「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。

建設業基礎研修会 建設環境部 主催

○開催日時 令和５年２月２０日（月）１３：３０～１５：３０

○開催場所 栃木県行政書士会２階からＺｏｏｍ配信

○研修内容 行政書士の主要業務である建設業に関する申請の基礎を学びます。

○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。）

○講 師 栃木県県土整備部監理課建設業ご担当者様

○定 員 会場受講者：１８名 Ｚｏｏｍ受講者：８０名 いずれも先着

○資 料 各自、栃木県県土整備部発行の下記の手引をご用意ください。

「令和４ 年度版 建設業許可申請の手引」

「令和４ 年度版 経営事項審査申請の手引」

行政書士会館に在庫があります。在庫が終了した場合、再入荷はありません。

県土整備部のＨＰからもダウンロードできます。

手引以外に資料がある場合は、研修会開催日の数日前に、当会ホームページの

会員専用ページ「事務連絡」にて、別途ご案内いたします。

○受 講 料 無料

○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

当当会ホームページの会会員専用ページ「事務連絡」にある「建建設業基礎研研修会

申込込について」かからお申込み下さい。

○申込締切 ２月１３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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栃木会の

申請取次行政書士

の動向

新規申出（１２月）　　　　　　　　　１名

更新申出（１２月）　　　　　　　　　３名

有効期限切れによる減少　　　　　　　２名

申請取次行政書士（１２月末現在）１５２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：１月３１日（火）　受付日：２月８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。）

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。

【重要】２０２２年分の申請取次実績報告書の提出時期です。

申請取次行政書士は１月末日までに提出をお願いします。

。（本会代表メールアドレス ）。
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建設業・経審の電子申請化に関する研修会 建設環境部 主催

○開催日時 令和５年２月２７日（月）１３：３０～１５：３０

○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１０日から開始された建設業許可、経営事項審査の電子申請化の

最新情報について学びます。

○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。）

○講 師 栃木県県土整備部監理課建設業ご担当者様

○定 員 会場受講者：１８名 Ｚｏｏｍ受講者：８０名 いずれも先着

○資 料 研修会開催日数日前に当会ホームページの会員専用ページ「事務連絡」にてお知らせ

します。

○受 講 料 無料

○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「建建設業・経審の電子

申申請化に関する研修会」」かからお申込み下さい。

○申込締切 ２月２０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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デジタルシフト推進委員会  主催
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倫理研修規則に基づく「倫理研修会」開催のお知らせ 総務部 主催

倫理研修規則に基づき「倫理研修会」を下記の要領で開催します。

規則に、会員は“倫倫理研修を受講するよう努めなければならない。また、初回受講後は５年毎

に研修を受講するよう努めなければならない。”と規則で規定されておりますので、５年以内に開

催した倫理研修を受講されていない会員は、今回の研修に参加されるようお願い致します。

また、“新新規登録会員は、その登録の日の属する年度の研修を受講するように努めなければなら

ない。”という規定もありますので、今年度登録された会員の方はお申し込みください。

倫理は実際の業務に直結しませんが、倫理をおろそかにすると処分を受け、社会的信用を失う

など大変な事態に陥ることもありますので、受講され、今一度倫理を見直してください。

○開催日時 令和５年３月２日（木）１３：３０～１５：３０（受付１３：１０～）。

○開催場所 栃木県教育会館 ５階 小ホール（宇都宮市駒生１－１－６）

○対 象 者 会員（補助者の方は受講出来ません。）

○研修内容 倫理研修規則に基づく「倫理研修会」

１４：００～１４：０５ 会長あいさつ

１４：０５～１５：２５ 「行政書士の業務における委任の実務と人権への配慮」

講師：今泉法律事務所 伊藤 一 弁護士

伊藤幹哲 弁護士

１５：２５～１５：３５ 研修全体や倫理に関しての質疑応答

○受 講 料 無料

○定 員 ８０名（先着順）　受講者証を送信します。

○申込締切 ２月２４日（金）

※ 全講義受講された方のみ、倫理研修規則に規定された“受講”とみなします。

２００２３年年版「行政書士手帳」販売中

残部僅少ですが、２０２３年版「行政書士手帳」の販売をしております。

２０２４年３月までの予定表入りですので、これからでもご活用頂けます。

１．手帳の仕様 ビニールシート 黒（１６９×８３㎜）分冊方式・差込式

２．価 格 1,250 円

３．販売方法 事務局にお越し頂ければその場で販売致します。

郵送ご希望であればお電話でお申し付けください(別途送料 250 円)。
（事務局☎０２８－６３５－１４１１）※売り切れの時はご容赦ください。
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研　修　名

３/２ 無　料 ２/２４
倫理研修規則に基づく

　「倫理研修会」開催のお知らせ

離婚給付等契約に関する研修会２/２２
無　料 ２/１０

Ｚｏｏｍ受講希望者は会員専用ページからお申込み下さい。

建設業・経審の電子申請化に関する研修会２/２７
無　料 ２/２０

Ｚｏｏｍ受講希望者は会員専用ページからお申込み下さい。

建設業基礎研修会２/２０
無　料 ２/１３

Ｚｏｏｍ受講希望者は会員専用ページからお申込み下さい。

デジタル入門研修会③

　電子申請と業務のデジタル化
２/２８

無　料 ２/２１

Ｚｏｏｍでの受講希望者はメールでお申し込みください。

２/１５ 無　料 ２/１０国際業務研修会
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　新しい年が明けました。広報部でも、新

しい方法を取るべく、デジタル化された新

しい会報を検討中です。

　本紙のとおり、約９割の会員が、デジタ

ルに親しんでいます。むしろ、デジタル化

しなくては、時代に取り残されてしまうで

しょう。会報だけでなく、研修や会議も、

デジタル化で便利に早く、必要な情報を得

られるよう、進めていきたいです。

　　　　　　　　　（広報部　小平磨弓）
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名　称 変更事項 変　更　内　容

【行政書士法人の変更】

行政書士法人あおば

栃木事務所

従たる事務所名称

従たる事務所所在地

従たる事務所電話番号

（行政書士法人あおば城北事務所から変更）　

栃木市泉町 19-18

080-3346-3077

支　部 氏　名 変更事項 変　更　内　容

【変　更】

川﨑浩太郎宇都宮 宇都宮市氷室町 1041-98所在地

会では電話無料相談「行政書士相談センター」 ０２８－６３８－０９１９(まるくいく)を

運営しています。この電話には、相続、遺言を中心に、日々様々な相談が寄せられています。

事務局でご相談の概要をお聞きした後、相談員(行政書士)にお伝えし、その後、相談者様か

ら相談員の事務所または携帯電話へ電話をしていただきご相談に応じるシステムです。

随時、電話相談員を募集しておりますので、ご協力いただける方、もう少し詳しく

内容を確認したい方は事務局までお問い合わせください。詳細をご案内いたします。

随時、電話相談員を募集しておりますので、ご協力いただける方、もう少し詳しく

内容を確認したい方は事務局までお問い合わせください。詳細をご案内いたします。
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