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7月 8日㈮
 9日㈯
 10日㈰

岸田文雄 自民党総裁街頭演説会
自由民主党福島3区 遊説打ち上げ
第26回 参議院議員通常選挙投開票日
「開票見守り」

令和4年度 政連だより

会 務 日 誌

７
月

 15日㈮ 第2回 総務部会
 20日㈬ 職務上請求書確認審査事務
  丁種封印実績確認
 21日㈭ 第2回 編集会議
 22日㈮ 登録証交付式 
 28日㈭ 東北地方整備局福島河川国道事務所との打合せ

 5日㈮ 職務上請求書確認審査事務
 8日㈪ 登録証交付式
 9日㈫ 企画開発部会 ・ 電子化推進委員会 合同会議
   12日㈮～16日㈫　事務局閉局（夏期休暇）

8
月

　全行団において、2023年版
行政書士手帳が発売されます。
本会において申込みを受付け
ますので、ご希望の方は、9月
30日㈮（厳守）まで右記へお申
込み下さい。

本会事務局 TEL. 024－973－7161
 FAX. 024－973－7174
 Eメール  info＠fukushima-gyosei.jp

行政書士手帳の申込みについて2023年度版

▶ 行政書士手帳　1冊……1,250円（送料別）

令和4年度
行政書士試験
試験に関する
お問い合わせ先

一般財団法人 行政書士試験研究センター
電　話 　03－3263－7700
ホームページ ： https://gyosei-shiken.or.jp

試 験 日 令和4年11月13日㈰
試 験 場 日本大学工学部
合格発表 令和5年1月25日㈬

令和4年度 会費納入について（お願い）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、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いたします。
　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。

※金額、口座につきましては、各支部へお尋ね下さい。
行政書士
証票

広報部からの提言広報部からの提言広報部からの提言
　行政書士の証明
及び非行政書士と
の区別をはかるた
め、行政書士証票
を首からさげたり、
胸につけたりして
掲示しましょう。

職務上請求書を
郵送で購入するときの

返信用切手代が
変更になります

　日本郵便株式会社の特殊取扱料
（本人限定受取郵便料）の改定に
伴い、10月1日から、職務上請求書
を郵送で購入するときの返信用
切手代が次のとおり変更になります
ので、お知らせいたします。

10月1日
から

返信用切手パターン

現　在 10月1日
以降

①初めて購入の場合

〈1冊〉 930円分
〈2冊〉 1,120円分

〈1冊〉 1,035円分
〈2冊〉 1,225円分

②手持ちが1冊使用済で1冊購入の場合

〈1冊〉 1,120円分 〈1冊〉 1,225円分

③手持ちが2冊使用済で2冊購入の場合

〈2冊〉 1,580円分 〈1冊〉 1,685円分

　本年度実施予定の研修会の概要をお知らせいたします。
　研修日程、会場に関しましては現時点での予定です。新型コロナウイルスの影響もあり、今後変更もありますので、ご了承
くださいますようお願いいたします。詳細事項（日程・場所等）については、決定次第随時お知らせいたします。

本会研修会開催予定のお知らせ 企画開発部長 紺野 裕

　日　　時 令和4年10月～12月（7日間）
　場　　所 郡山市内
　研修科目 司法研修

研 修 委 員 会

　日　　時 令和4年11月2日㈬
　場　　所 本会会議室及びWeb研修
　研修科目 ①各種図面の研修及び実務に関する研修会
 ②法改正

第 一 委 員 会

　日　　時 令和5年2月頃
　場　　所 郡山市内
　研修科目 ①電子申請開始後のポイント
 ②情報交換会

　日　　時 令和4年8月30日㈫
　場　　所 オンライン研修及び本会会議室で視聴
　研修科目 ①総合評価方式入札制度
 　（キャリアアップシステム概要を含む） 

　日　　時 令和4年8月23日㈫
　場　　所 オンライン研修及び本会会議室で視聴
　研修科目 ①2023年1月改正予定の経審ポイント
 ②許可・経審電子申請の概要

第 二 委 員 会

　日　　時 令和4年10月19日㈬
　場　　所 本会会議室
　研修科目 ①初めての方向け会社設立
 ②行政書士が知っておくべき税務・労務

第 五 委 員 会

倫理研修
　他の研修と同日開催又は支部研修及び日行連VOD
研修にて実施しています。
（日行連VOD研修にて受講した方は修了証を本会事務
局までFAX又はメールにて送付ください。）

総 務 部

　日　　時 令和4年9月6日㈫
　場　　所 本会会議室・サテライト
　研修科目 インボイス制度について
※「日行連自動車登録OSSセンター構想に係るVOD研修会」及び
「著作権相談員養成研修」は中央研修所サイトによるVOD研修
として予定

企 画 開 発 部

研修委員会支援
　日　　時 令和4年10月16日㈰
•特定行政書士法定研修考査

日本行政書士会連合会主催

　日　　時 令和4年11月30日㈬
　場　　所 郡山公会堂
　研修科目 成年後見制度について

第 四 委 員 会

　日　　時 令和4年11月9日㈬
　場　　所 自動車会議所
　研修科目 甲種受託者による出張封印研修
 丁種封印研修

　日　　時 令和5年
 1月21日㈯ ・ 2月4日㈯ ・ 3月4日㈯
　場　　所 本会会議室
　研修科目 年度末相談員研修

第 三 委 員 会
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広報部出張無料相談会 報告（７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7月  5日 いわき市（６回目） いわき支部 10:00～15:00 村﨑能文、渡邊勇人、小泉誠、蛭田貴 相続1件、照会1件
 令和4年7月19日 喜多方市（２回目） 会津支部 13:30～16:30 長澤郁夫、小澤千春 相続1件

 令和4年7月21日 伊達市（２回目） 福島支部 9:00～12:45 
菅野功、武田莞爾、菅野計 相続2件、土地1件

     宍戸義晴、渡辺正治、佐藤新一 離婚1件
     菅野喜晴、松崎龍一 計4件
 令和4年7月26日 いわき市（７回目） いわき支部 10:00～15:00 佐藤亮、渡邊勇人、石井達哉、鵜沼理人 相談なし
  合計4回   18名 7件

二本松農業振興地域整備計画の総合見直しに伴う
農振除外申請の受付停止について 　　

通 知
４農委第83号

令和4年7月15日
二本松市農業委員会
会長　奥平 貢市

　当農業委員会の業務遂行に関し、日頃よりご協力を賜り感謝申し上げます。
　さて、標記の件につきまして、下記のとおり農振除外申請の受け付けが停止されますので、ご承知おきいただく
とともに、貴会会員の皆様にご周知いただきますようよろしくお願い申し上げます。

1. 農振除外申請の受付停止について
　二本松農業振興地域整備計画について、令和4年
度から令和5年度の2か年で総合見直しを実施するこ
とから、計画見直し期間中は農振除外申請（随時見直
し申請）の受け付けが停止されます。

●通常時の農振除外申請の受付締切日
　•毎年6月20日及び12月20日（年2回）
●農振除外申請の受付停止期間
　•令和4年12月21日から令和6年3月31日

2. 農振除外を伴う農地転用について
　農振農用地（農振青地）の転用申請は、農振除外手
続きが前提となることから、農振除外申請の受付停止
期間中は、当該農地に係る転用申請の受け付けも出
来なくなります。
　よって、農振農用地を転用したい場合には、令和4年
12月20日までに農振除外申請を行ってください。
（農振除外申請受付再開は、令和6年4月予定）

3. 二本松農業振興地域整備計画の
 担当部署について
 産業部農業振興課農政係

電 話：0243（55）5116

▶ 業務参考資料のご紹介
題　名
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 …………………………… 全53頁〈日行連〉
農地転用許可事務の適正化及び簡素化について（周知）…………………………………………………………… 全6頁〈日行連〉
資材価格の急激な変動に伴う請負代金額の変更等について（周知）…………………………………………… 全10頁〈日行連〉
申請取次事務研修会（VOD方式）の追加開催及び
届出済証明書の更新手続きにおける特例措置について（周知依頼）……………………………………………… 全3頁〈日行連〉
株式会社が発起人である場合の定款認証の際の実質的支配者の認定根拠資料について（周知）……………… 全5頁〈日行連〉
申請取次事務研修会（9月VOD方式）の開催について …………………………………………………………… 全5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）。

　令和4年8月1日より、本会ホームページをリニューアル
いたしました。今回のリニューアルでは、レスポンシブ化す
ることで、スマートフォンやタブレットの幅に合わせて見や
すく表示されるようにデザインを改善しております。

　なお、暫定的に従来のホームページも、閲覧できるように
なっております。
　今後も多くの皆様にご利用いただけるよう、わかりやすく、
使いやすいサイトを目指して参りますので、
　会員の皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

ホームページリニューアルのお知らせ 広報部

　令和4年度定時総会において、駐車場敷地の拡張について可決承認されましたが、7月8日より工事を実施し、7月9日を
もちまして工事が完了しましたのでご報告いたします。

福島県行政書士会館の駐車場拡張工事完了のお知らせ 総務部

拡張した駐車場

【事務担当】 農業委員会事務局 農地係　　電 話：0243（55）5148 ／ FAX：0243（22）8533


