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6月 16日㈭
6月 17日㈮
6月 18日㈯
6月 22日㈬
7月 1日㈮
7月 4日㈪

自民党 星北斗「福島市・伊達地方総決起大会」
第42回 日本行政書士政治連盟定期大会
自民党 第26回 参議院議員通常選挙「選挙対策会議」
自民党 星北斗候補 第一声
自民党 第26回 参議院議員通常選挙「選挙対策会議」
石田真敏 衆議院議員 来局対応

令和4年度 政連だより

会 務 日 誌

６
月

 20日㈪ 職務上請求書確認審査
 23日㈭ 丁種封印実績確認
 25日㈯ 第1回 封印管理委員会
 27日㈪ 第2回 理事会
 29日㈬ 登録証交付式

 4日㈪ 企画開発部・研修委員会
  業務専門委員会・電子化推進委員会合同会議
 5日㈫ 職務上請求書確認審査
 13日㈬ 総合相談センター無料相談日
 15日㈮ 第2回 総務部会

７
月

塩﨑京子会員 黄綬褒章を受章

黄綬褒章を受章して 福島支部　塩﨑 京子

　令和4年春の叙勲褒賞で、栄えある黄綬褒章をいただきました。
誠にありがとうございました。
　思いがけない受賞に驚きましたが、大変嬉しく思っております。
　5月12日東京の行政書士会連合会のある虎ノ門タワーズ
オフィスにおいて日行連主催による伝達式が挙行され、常住連合
会長より、褒賞を授与されました。
　行政書士会に入会して51年、この間に仕事を通じて数え切れ
ないくらい多くの方と出会い、先輩、同輩、後輩の皆様に恵まれ、
様々なご指導、ご支援をいただきましたことに心から感謝申し上
げます。
　この受賞を知った方々から、沢山の祝電や祝意をいただき感謝しております。また自分のことのように嬉しい
とか、行政書士として一緒に仕事をしたことを誇りに思うとの言葉をいだだき、私も胸がいっぱいになりました。
本当にありがとうございました。
　今後も微力ではありますが行政書士として歩んでいければと思っておりますので、皆様のご指導を賜ります
ようお願い申し上げ、受賞のご挨拶と致します。

　令和4年春の褒章において、4月29日付の発令により塩﨑京子
会員が行政書士としての功績により黄綬褒章を受章されました。
栄えある受章、誠におめでとうございます。
　塩﨑会員は、昭和45年に福島県行政書士会に入会し、平成
19年5月から平成21年5月及び平成23年7月から平成25年5月ま
で福島県行政書士会理事（平成23年7月から平成25年5月経理
部長）、平成21年5月から平成23年7月及び平成25年5月から令
和元年5月まで福島県行政書士会副会長の役職を歴任される
など、会の組織強化と地位の向上に努められ、行政書士制度の
発展のためにご尽力されました。

左から 塩﨑会員、金沢会長、常住日行連会長

　令和4年度新入会員研修会を9月26日・27日の2日間開催いたします。対象者は令和3年 8月2日から令和4年 
8月1日までの入会者及び令和3年度新入会員欠席者となっております。なお、対象者には個別に通知が送付され
ます。詳細は通知にてお知らせいたします。

令和4年度 新入会員研修会のお知らせ 総務部

 〈日　　時〉 令和4年 9月26日㈪、9月27日㈫
  ※時間未定のため、後日通知にてお知らせいたします。
 〈場　　所〉 オンライン配信 及び福島県行政書士会館 2階「本会会議室」
 〈研修方法〉 事務所で視聴できるZoomウェビナー配信での受講を予定しています。
  Zoomでの視聴が難しい方については、会場での受講も可能です（人数制限有）。
 〈対 象 者〉 令和3年 8月2日から令和4年 8月1日までの入会者
  令和3年度 新入会員欠席者

　申請取次行政書士の新規及び更新書
類の申請は、仙台入国管理局へ原則月1
回の送付となっております。
　毎月15日までに本会事務局へ提出さ
れた申請書類は、当月の25日前後に本会
から仙台入国管理局へ進達いたします。
●新規・更新ともに手数料3,000円です。
●更新は有効期限の2ヶ月前からの受付
となります。
●有効期限が切れますと、新規からの申
請になりますので、余裕を持って申請く
ださるようお願いいたします。
●令和4年7月1日以降、顔写真のサイズ
が変更になりました。
　〈変更後〉 3.0cm×2.4cm
 （運転免許証サイズ）
※7月1日以降も、1か月の間は、従来の
2cm×2cmの写真の提出も受け付けい
たします。

詳しくは、日行連会員サイト連COM、又
は本会HPをご覧ください。

申請取次行政書士
新規・更新書類の
受付と手数料について

書類の提出締切は毎月15日です

▶ 業務参考資料のご紹介
題　名
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（周知）…………………………………………………… 全28頁〈日行連〉
所有者不明土地連携協議会等の名称変更について（周知）………………………………………………………… 全2頁〈日行連〉
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 ……………………………………… 全28頁〈日行連〉
土地政策推進連携協議会への参画等の取組について（周知）………………………………………………… 全137頁〈日行連〉
法務省_共有私道ガイドラインの改定について（周知）………………………………………………………………全１頁〈日行連〉
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………………………………………………………… 全2頁〈日行連〉
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 …………………………………………全３頁〈日行連〉

※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）。

事務局

夏季休暇のお知らせ
8月12日㈮・15日㈪・16日㈫は

夏季休暇のため、
事務局を閉局いたします。

事務局事務局
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広報部出張無料相談会 報告（6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 6月 2日 会津坂下町（2回目） 会津支部 13：45～14：45 五十嵐一夫 相続1件

 令和4年 6月 3日 大玉村（1回目） 福島支部 9：00～11：30 渡邊幸子、河原達彦、渡邉弘貴
 相続・遺言4件

      贈与1件　計5件

 令和4年 6月 7日 いわき市（4回目） いわき支部 10：00～15：00
 大内政雄、齋藤吉人 

相談なし
     佐藤純一、蛭田　貴

 令和4年 6月28日 会津若松市（2回目） 会津支部 13：30～15：30
 芳賀清光、吉武稔、岩橋均、佐藤主善 

遺言1件
     西脇優、五十嵐公一、渡部久子
 令和4年

 
6月28日 いわき市（5回目） いわき支部 10：00～15：00 安島保、江崎豪、佐々木次男、石井達哉 相談なし

  合計5回   19名 7件

農地法等各種申請書の受付締切日の変更について
― 事務連絡 ―

通 知
令和4年6月7日

大玉村農業委員会
事務局長　神野藤 浩和

　本村農業行政の推進につきまして、日頃より特段のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、標記の件につきまして、5月より下記のとおり変更となりましたので、貴会会員のみなさまにご周知のほど
よろしくお願い申し上げます。

1 日　　時 令和4年 6月16日㈭　午後1時から午後6時まで
2 場　　所 ホテルニューオータニ ザ・メイン 宴会場階「鶴の間」
3 議事結果 第1号議案 令和3年度事業報告
 第2号議案 令和3年度決算報告（決算報告書・監査報告書）
 第3号議案 日本行政書士会連合会会則の一部を改正する会則（案）
 第4号議案 令和4年度事業計画（案）
 第5号議案 一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターへの
  寄付金支出について（案）
 第6号議案 令和4年度予算（案）
　審議の結果、第1号議案から第6号議案については原案どおり可決承認された。

令和4年度 日本行政書士会連合会定時総会報告 報告者 ： 日行連代議員 菅野 良成

1 日　　時 令和4年 6月 9日㈭　午後2時30分から
  6月10日㈮　午前10時まで
2 場　　所 岩手県 ホテルメトロポリタン盛岡 ニューウイング
3 議事結果 第1号議案 令和3年度会務報告について
 第2号議案 令和3年度収支決算について
 監査報告
 第3号議案 令和4年度会務計画（案）について
 第4号議案 令和4年度収支予算（案）について
 第5号議案 「令和4年度
    日行連東北地方協議会単位会会長会議」及び
  「令和4年度 日行連と東北地方協議会との連絡会」並びに
  「令和5年度 日行連東北地方協議会定時総会」の開催について
  令和5年度 日行連東北地方協議会定時総会の開催場所は福島会となった。
 第6号議案 日行連東北地方協議会文書保存管理規則（案）について
  審議の結果、第1号議案から第6号議案は原案どおり可決承認された。
4 協議事項 各単位会提案事項として、宮城会より「マイナンバーカード代理申請支援業務の取り組みについて」
 各単位会の令和3年度の実績についての意見交換及び令和4年度事業の方向性について協議された。
5 報告事項 ⑴ 令和4年度 日行連定時総会における議事運営委員候補者の推薦について
 ⑵ 令和4年度 日政連定期大会における議事運営委員候補者の推薦について

令和4年度 日本行政書士会連合会東北地方協議会定時総会報告
報告者 ： 副会長　鵜沼 理人

 日　　時 令和4年 6月13日㈪　午後1時～午後2時

 場　　所 本会会議室1・2

 出　席　者 支部協議会構成員（各支部長 ： 5名）

 オブザーバー 会長、川島副会長、（副会長2名支部長兼務）
 欠　席　者 1名

支部協議会報告

支部協議会が以下のとおり
開催されましたので、報告
いたします。

支部協議会副議長　矢吹 晃平

報告事項
❶定時総会について
 各支部長より、支部総会の報告があった。

❷令和4年度 会費納入状況について
 会長より、会費納入状況について報告があった。
　副議長は、各支部で働きかけて納入完了に向けて
　協力願いたいと述べた。

❸日行連・東北地方協議会関係について
 会長より、次のとおり報告があった。
•6月9日 東北地方協議会定時総会が岩手県で
　開催され、議案は滞りなく可決承認された。
•6月16日 日行連定時総会
　6月17日 日政連定期大会が開催される。

❹その他

挨　拶
金沢会長
 本会定時総会が無事終了したことの御礼、事業計
画に則って事業を推進するので、各支部においても
協力をお願いしたいとの挨拶があった。

矢吹副議長（議長欠席のため）
 新年度の事業が始まっていると思うが、各支部間で
連絡調整をしながら事業運営をしていきたいので、
今年もよろしくお願いします。

協議事項
❶本会と支部との連絡調整について
会長より、総会が終了し、今後、部会や各委員会が開催され予定を決定する。日行連において、マイナンバー
カード代理申請手続事業説明会を6月2日に開催し、管理責任者に説明があった。各市町村との交渉を支部長
にも手伝ってほしい。
研修会について、支部と内容が被るものについては、随時調整したい。
各支部長より、研修会の開催時期及び内容、無料相談会の開催等を報告した。

❷その他

そ の 他

総会開催日（毎月20日頃）の
属する月の前月の月末

（月末が閉庁日の場合は直前の開庁日）

変更前

総会開催日（毎月20日頃）の
属する月の前月の25日

（25日が閉庁日の場合は直後の開庁日）

変更後


