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4月 8日㈮
4月 11日㈪
4月 17日㈰
4月 29日㈷
5月 14日㈯

5月 21日㈯

5月 27日㈮
5月 29日㈰

5月 30日㈪
6月 　6日㈪
6月 13日㈪

下半期会計監査
第1回 政連幹事会
自民党県連政経セミナー
星北斗第一区後援会事務所開き
●内堀雅雄知事を励ます会
●自由民主党第三選挙区支部長幹事長・上杉謙太郎
　後援会・友好支援団体 第1回合同選対会議
●自民党 第26回 参議院議員通常選挙必勝祈願祭
●自民党 第26回 参議院議員通常選挙選対本部
　事務所開き
公明党郡山総支部 時局講演会
自民党県連青年部・青年局・女性局
星北斗総決起集会
第41回 福島県行政書士政治連盟定期大会
日政連代議員打合せ
第2回 政連幹事会

令和3年度 4月 政連だより
会 務 日 誌

５
月

 16日㈪ 登録証交付式
 18日㈬ 総合相談センター無料相談日
 20日㈮ 職務上請求書確認審査
 23日㈪ 第3回 部長会
 〃　 丁種封印実績確認
 30日㈪ 令和4年度 第63回 定時総会

 2日㈭ マイナンバーカード
  代理申請手続事業説明会
 3日㈮ 登録証交付式
 6日㈪ 日行連代議員打合せ
 〃　 職務上請求書確認審査
 9日㈭ 日行連東北地方協議会定時総会
 10日㈮ 　　　　　　〃
 〃　 登録証交付式
 13日㈪ 第4回 部長会
 〃　 第2回 支部協議会
 15日㈬ 総合相談センター無料相談日

６
月

令和4年度 会費納入について令和4年度 会費納入について令和4年度 会費納入について令和4年度 会費納入について お願い
日頃会員の皆様には会の運営につきましては、ご協力をいただき感謝申し上げます。
会費は会則施行規則第8条の3により、毎年5月末日まで納入することとなっておりますので、納入下さるようお願い致します。
納入されない場合、会則第18条の5の規定により、処分となります。

（経理部）

会費納入のお願い（各支部口座）

郵便振替口座
　〈口座番号〉 02260－2－97368
　〈名　　義〉 福島県行政書士会福島支部

福島支部

東邦銀行 会津一之町支店 普通
　〈口座番号〉 1079590
　〈名　　義〉 福島県行政書士会会津支部

会津支部

東邦銀行 平西支店 普通
　〈口座番号〉 153204
　〈名　　義〉 福島県行政書士会いわき支部

いわき支部
郵便振替口座
　〈口座番号〉 02100－9－25126
　〈名　　義〉 福島県行政書士会相双支部

相双支部

郡山支部
郵便振替口座
　〈口座番号〉 02240－8－93394
　〈名　　義〉 福島県行政書士会郡山支部
郡山信用金庫 並木支店 普通
　〈口座番号〉 0144472
　〈名　　義〉 福島県行政書士会郡山支部

県南支部
東邦銀行 白河支店 普通
　〈口座番号〉 1225108
　〈名　　義〉 福島県行政書士会県南支部
郵便振替口座
　〈記号〉 18220　　〈番号〉 19436251
　〈名　　義〉 福島県行政書士会県南支部

※金額につきましては、各支部へお尋ね下さい。

速報№139（5月号）の訂正について
5月に送付しました会報№139の16頁【新入会員
の紹介】に誤りがありましたので、次のとおり訂正
いたします。
［誤］令和4年1月1日～令和4年4月15日登録者

⬇
［正］令和4年1月1日～令和4年3月 1日登録者

令和4年度 第63回 定時総会報告

来賓祝辞
 日本行政書士会連合会会長 代理 専務理事　田後隆二 様

表彰状授与
 福島県行政書士会会長表彰 ………………………………………………… 22名
 喜寿祝 ………………………………………………………………………… 13名
 黄綬褒章（伝達）………………………………………………………………… 1名
 日本行政書士会連合会会長表彰（伝達）……………………………………… 5名
 日本行政書士会連合会東北地方協議会会長表彰（伝達）…………………… 8名

議案審議

　令和4年5月30日㈪に開催されました第63回本会定時総会について下記のとおり報告いたします。
　詳細につきましては会報9月号でお知らせいたします。

 報告  第1号 令和3年度事業報告 可決承認
 議案  第1号 令和3年度一般会計収支決算 可決承認
 議案  第2号 令和3年度特別会計互助事業費収支決算 可決承認
 議案  第3号 令和3年度特別会計斡旋品収支決算 可決承認
 議案  第4号 令和3年度特別会計丁種封印事業費収支決算 可決承認
 議案  第5号 令和3年度特別会計ADRセンター福島事業費収支決算 可決承認
 議案  第6号 令和4年度事業計画（案） 可決承認
 議案  第7号 駐車場敷地の拡張について（案） 可決承認
 議案  第8号 令和4年度一般会計収支予算（案） 可決承認
 議案  第9号 令和4年度特別会計互助事業費収支予算（案） 可決承認
 議案第10号 令和4年度特別会計斡旋品収支予算（案） 可決承認
 議案第11号 令和4年度特別会計丁種封印事業費収支予算（案） 可決承認
 議案第12号 令和4年度特別会計ADRセンター福島事業費収支予算（案） 可決承認
 議案第13号 任期満了に伴う日本行政書士会連合会代議員選任の件 

可決承認  日行連代議員 ：  鵜沼理人（いわき）、菅野良成（相　双）
   村越泰典（郡　山）、松本裕次（県　南）

日　時 令和4年 5月30日㈪　午後1時から

場　所 いわき市「スパリゾートハワイアンズ」

出席者数 67名

委任状 335通（定足数 ： 245名）

俳句・川柳・短歌等や独特なライフワークを持つ会員の紹介、
各支部の観光スポットや景勝地の案内、支部事業のユニーク
な企画等を会報に掲載したいと思いますので、広報部まで
原稿をお送り下さい。原稿締切は7月8日㈮です。

次号会報（9月号）
おかめはちもく原稿募集のお知らせ

【 原稿送付先 Eメール 】  info@fukushima-gyosei.jp　宛
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▶ 業務参考資料のご紹介
題　名
公証役場における令和4年4月1日からのクレジットカード決済の導入について（周知）………………………… 全6頁〈日行連〉
社会福祉連携推進法人制度の施行について（周知）………………………………………………………………… 全1頁〈日行連〉
「CIIC経営状況分析Y点解説レポート」の提供開始について ………………………………… 全4頁〈建設業情報管理センター〉
種苗法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う
農林水産省関係省令の整備等に関する省令」等について（周知）…………………………………………… 全130頁〈日行連〉
社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインの改訂等について（周知）…………………………………… 全65頁〈日行連〉
「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドラインVer.3.0」の公表について（周知）……………………… 全1頁〈日行連〉
継続検査【指定整備】OSSにおける「使用者本人申請」の取扱いの開始について（周知）……………………… 全1頁〈日行連〉
限度超過車両の新たな通行確認制度（特殊車両通行確認制度）の運用開始について（周知）…………………… 全1頁〈日行連〉
「基準緩和自動車の認定要領について（依命通達）」の一部改正について（周知）………………………………… 全1頁〈日行連〉
道路交通法施行令の一部を改正する政令（自動車の積載制限）の施行について（周知）………………………… 全1頁〈日行連〉
「旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令の一部を改正する政令」の
閣議決定について（周知）……………………………………………………………………………………………… 全1頁〈日行連〉
特定記録等事務代行等委託要領の制定について（周知）………………………………………………………… 全38頁〈日行連〉
出入国管理及び難民認定法に係る省令等の一部改正の周知について（周知）…………………………………… 全2頁〈日行連〉
令和4年度 栃木県行政書士会
「産業廃棄物処理業等に係る診断書等作成特別研修会」の開催について（ご案内）………………………………全5頁〈栃木会〉

※すべて本会ホームページ掲載済
※閲覧希望の方は、事務局へ（TEL. 024－973－7161）。

広報部出張無料相談会 報告（4・5月分）
 開催日 開催市町村 担当支部 開催時間 相談員（敬称略） 相談内容及び件数

 令和4年 4月 5日 いわき市（1回目） いわき支部 10：00～15：00
 加藤和志、大内政雄

 相談なし
     蛭田　貴、石井達哉
 令和4年 4月 7日 会津坂下町（1回目） 会津支部 9：30～正午 五十嵐一夫、髙畑幸夫、大竹正之 相続1件

 令和4年 4月19日 会津若松市（1回目） 会津支部 13：30～15：30
 芳賀清光、馬場悦之進、吉武稔 

遺言1、その他1
     岩橋　均、瀬田友裕、佐藤主善 

計2件
     西脇　優、五十嵐公一、渡部久子
 令和4年 4月26日 いわき市（2回目） いわき支部 10：00～15：00 齋藤吉人、佐々木次男、鵜沼理人 相談なし

 令和4年 5月17日 喜多方市（1回目） 会津支部 13：30～16：30 長澤郁夫、小澤千春
 土地賃貸借契約書の

      作成について1件

 令和4年 5月19日 伊達市（1回目） 福島支部 9：00～11：50
 菅野　功、渡辺正治、菅野喜晴 相続4件

     宍戸義晴、菅野　計 離婚1件
     武田莞爾、松崎龍一 計5件

 令和4年 5月24日 いわき市（3回目） いわき支部 10：00～15：00
 佐々木次男、村﨑能文 

相談なし
     石井英毅、石井達哉
  合計7回   32名 9件

建設業法施行規則の改正に伴う
様式の改正について

通 知
4企技第185号
令和4年5月10日

福島県土木部建設産業室長

　建設業法施行規則及び公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則の一部を改正する省令（令和4年
国土交通省令第19号）の施行に伴い、県のホームページに掲載している様式の更新を行いましたので、貴所属
会員への周知につきまして、御配慮のほどよろしくお願いいたします。

【主な注意点】
①職務上請求書の購入代金支
払いは、定額小為替証書を原
則とする。持参して購入申込
みをした場合は現金払いを
可とする。
②使用済職務上請求書審査の
審査は、原則毎月5日と20日
（当日が休日等又は特別な事
業と重なる場合には、その翌
日とする）とし、払出日は審査
終了日の翌日とする。確認及
び審査は総務部員と監察委
員会が実施する。
③会費を納期限内に納入しな
い場合には、職務上請求書の
払出しを一定期間凍結する。

【購入に必要な書類】
①購入申込書
②誓約書（必ず署名）
③使用済職務上請求書
④返信用封筒（A4判が入るもの）
　※事務局に取りにくる場合は必要なし。
⑤返信用切手
　●右記パターンAを参照のこと。
　　（必ず切手でお願いします。）
　※事務局に取りにくる場合は必要なし。
⑥職務上請求書代金（1冊…1,000円）
　●代金は原則小為替でお願いします。
　　持参する場合は現金でも可。

【その他注意事項】
●購入者は行政書士本人に限定（補助者の購入申込
み及び受取りは不可）
●郵送で事務局に送付する場合は、簡易書留で送付
下さい。

●本会事務局に持参される場合は、必ず職印をご持
参下さい。
●誓約書はゴム印等は使用せず、必ず署名で記入下
さい。

A 返信用切手パターン
①初めて購入の場合
　 1冊…930円分 ／ 2冊…1,120円分
②手持ちの使用済みが1冊で、1冊購入の場合
　 1冊…1,120円分
③手持ちの使用済みが2冊で、2冊購入の場合
　 2冊…1,580円分

　職務上請求書の購入については、下記の様な取扱いと
なっております。主な注意点及び購入の際に必要な書類に
ついてお知らせいたしますので、ご承知置き下さい。

※詳しくは、事務局へお問い合せ下さい。
☎ 024（973）7161

「職務上請求書」の購入について
総務部

令和4年5月30日㈪に開催されました第41回定期大会について下記のとおり報告いたします。

令和4年度 第41回 福島県行政書士政治連盟定期大会報告

来賓祝辞
 日本行政書士政治連盟会長 代理 副会長　田崎敏男 様

議案審議
 報告第1号 令和3年度運動報告……………………………………………… 可決承認
 議案第1号 令和3年度収支決算……………………………………………… 可決承認
 議案第2号 令和4年度運動方針（案）………………………………………… 可決承認
 議案第3号 令和4年度収支予算（案）………………………………………… 可決承認
 議案第4号 任期満了に伴う日本行政書士政治連盟代議員選任の件……… 可決承認
  日政連代議員 ： 金沢和則（県南）、鵜沼理人（いわき）、菅野良成（相双）、村越泰典（郡山）

日　時 令和4年 5月30日㈪　午後4時15分から

場　所 いわき市「スパリゾートハワイアンズ」

出席者数 45名

委任状 326通（定足数 ： 231名）

田崎日政連副会長




