
　福島支部 塩﨑京子会員より、黄綬褒章受章の記念として屋内用
バックパネルをご寄贈頂きました。
　ご寄贈いただきましたバックパネルは、行政書士会のPR活動等
様々な場面で活用させていただきます。
　誠にありがとうございました。

屋内用バックパネルをご寄贈いただきました
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会 務 日 誌

10
月

 16日㈰ 特定行政書士法定研修考査
 17日㈪ 行政書士制度広報・非行政書士排除のための
  市町村挨拶まわり（福島支部）
 19日㈬ 本会研修会
 20日㈭ 職務上請求書確認審査事務
 〃　 丁種封印実績確認
 21日㈮ 行政書士試験事務説明会
 24日㈪ 総合相談センター支部連絡責任者会議
 28日㈮ 司法研修（第3回）
 〃　 登録証交付式
 〃　 綱紀委員会
 30日㈰ 福島市空き家の無料相談会

 2日㈫ 本会研修会
 〃　 総合相談センター無料相談日
 7日㈮ 総務部・監察委員会合同会議
  第3回 総務部会
  職務上請求書確認審査事務
 9日㈬ 甲種受託者による出張封印研修・車検証電子
  化について・丁種封印受託に関する研修会
 11日㈮ 司法研修（第4回）
 12日㈯ 令和4年度 行政書士試験事前準備
 13日㈰ 令和4年度 行政書士試験

11
月

▶ 業務参考資料のご紹介
題　名
申請取次事務研修会（12月VOD方式）の開催について…………………………………………………………… 全7頁〈日行連〉
国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底等について（周知）……………………………………………… 全2頁〈日行連〉
宮城県行政書士会主催「入管業務に関する研修会」開催のご案内………………………………………………… 全3頁〈日行連〉
貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について（周知）………………………………………………… 全1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）。

1日行連の当面の諸問題及び事業説明
①民法改正に伴う諸対策について
②デジタル化の推進と新時代の行政書士制度について
③令和4年度事業の推進状況について
④行政書士法改正要望と現状について
⑤マイナンバーカード代理申請手続事業について

2単位会の現状説明と日行連への要望等
①岩手会～マイナンバーカード代理申請手続事業について
②宮城会～所有者不明土地問題に係る法務省等への働き
かけについて

3諸問題に対する意見交換（主な項目）
①青森会～総務省の出先機関との連携と合同相談会の実施
②秋田会～マイナンバーカードの申請取組み状況について
③岩手会～ハイブリット化による研修会の推進状況について
④宮城会～行政機関、金融機関等との連携強化について
⑤山形会～行政機関等との連携及び共生について
⑥福島会～行政機関等との連携強化について

4その他
①民法改正に伴う研修会の開催について
②行政機関との連携強化と情報交換について
③空き家対策について

報告者 ： 総務部長　村越 泰典

 日　時 令和4年10月26日㈬ 午後2時から ／ 10月27日㈭ 午前10時まで

 場　所 山形国際ホテル

 出席者 日行連（常住会長、髙尾副会長、事務局小島課長）3名
  東北地方協議会 各単位会から24名
　山形会橋本総務経理部長が司会し、福島会の金沢会長が開会
の挨拶、主催者として東北地方協議会の岩﨑会長、日行連の常住
会長が挨拶した。次に出席者全員が自己紹介をし、座長の選出を
行い、岩﨑会長が座長となり、協議に入った。

令和4年度 日行連と東北地方協議会との連絡会報告

協議事項

広報部出張無料相談会 報告（10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10月  4日 いわき市（12回目） いわき支部 10：00～15：00 大内政雄、渡邊勇人、佐藤純一、蛭田貴 相談なし
 令和4年10月  6日 会津坂下町（4回目） 会津支部 9：30～12：00 五十嵐一夫 生前贈与1件

 令和4年10月11日 三春町（1回目） 郡山支部 10：00～15：00 石井泰子、田﨑明
 相続・不動産1件

      近隣トラブル1件 ： 計2件
     芳賀清光、馬場悦之進、吉武稔、岩橋均 相続2件、借用書1件
 令和4年10月25日 会津若松市（4回目） 会津支部 13：30～15：30

 瀬田友裕、佐藤主善、渡部久子  ： 計3件

 令和4年10月25日 いわき市（13回目） いわき支部 10：00～15：00
 加藤和志、安島保 介護と相続1件

     石井英毅、佐々木次男 相続1件 ： 計2件
 令和4年10月29日 小野町（1回目） 郡山支部 9：00～16：00 田﨑明、佐藤泰一、菅野亜矢子 相談なし
 令和4年10月30日 小野町（2回目） 郡山支部 9：00～15：00 佐藤伸弘、佐々木哲也、石井知行 相談なし
  合計7回   24名 8件

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。

　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。

書類の提出締切は毎月15日です

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

事務局

10月 6日㈭
 13日㈭
 14日㈮

品川まさと連合後援会
「デジタルこおりやま」新政策セミナー
内堀雅雄 氏　福島県知事選挙必勝祈願祭
内堀雅雄 氏　福島県知事選挙第一声（福島）
内堀雅雄 氏　福島県知事選挙第一声（郡山）

令和4年度 政連だより
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広報部行政書士制度広報・非行政書士排除のための活動報告
　今年度の行政書士制度広報及び非行政書士排除のための活動は、コロナ禍のため
訪問場所の規模を縮小し、訪問及び郵送で行いました。詳細は次のとおりです。
【主な内容】行政書士制度PRと非行政書士窓口規制及びポスター掲示をお願いしました。

　「戸籍謄本・住民票の写し等の職務上請求書」（以下「職務上請求書」という。）の取扱いにおいて、
いまだ不適切と思われる使用や記載が見受けられますので、皆様には、次の諸点に留意の上、適切
な使用をされるようお願いします。

❶ 「職務上請求書」の使用範囲
　行政書士としてその職務上必要とする場合に
限ってのみ使用することが認められています。事実の
確認であっても、住民票の写しを取得することだけを
目的とした使用は、業務上の請求として認められてお
りません。認められない事案において使用した場合は
処分の対象となります。

❷ 「職務上請求書」への記入
　〔利用目的の種別〕欄は、行政書士の職務上請求に
該当することが明瞭になるよう、具体的に記載して下
さい。
　〔依頼者について該当する事由〕の欄については、
該当する箇所に『✓』を付け、さらに、該当する具体的
事由については、詳細な記載をお願いします。

❸「業務の種類」「依頼者の氏名又は名称」
「提出先又は提出先がない場合の処理」欄
への記入

　正確に記入して下さい。

❹「補助者 事務所所在地・氏名」欄
　使者として補助者が請求する場合は、当該補助者
の氏名及び事務所所在地を記載すること。

❺ 「徽章・行政書士証票等」の提示
　行政庁の窓口に出向き「職務上請求書」を使用する
場合、徽章を着用するとともに、行政書士証票を提示
して下さい。
　補助者が使用する場合も、補助者章を着用させると
ともに、補助者証を提示して下さい。

❻ 兼業者の使用上の注意
　兼業者の場合、行政書士業務以外の時は、兼業の請
求書を使用して下さい。

❼ 記入要領、記載例の参照
　具体的な記入については、職務上請求書を購入し
た際にお渡ししている記載例を参考にして下さい。

以　上

監察委員会

戸籍謄本・住民票の写し等
職務上請求書の適切な取扱いについて

令和4年 10月17日㈪ ①福島方面 午前11時～　②本宮方面 午前10時45分～
福島市役所、二本松市役所、伊達市役所、本宮市役所、桑折町役場
国見町役場、川俣町役場、大玉村役場、各農業委員会
福島警察署、福島北警察署、伊達警察署、二本松警察署、福島公証人合同役場
広報副部長 小田島達也、企画開発副部長 河原達彦、福島支部長 熊坂恵子
福島副支部長 根本奈穂子、福島支部理事 湯田宗男、渡邉弘貴

福
島
支
部

日 時
訪問場所

郵　　送
出 席 者

令和4年 10月12日㈬ 午後1時15分～
会津若松市役所、喜多方市役所、会津坂下町役場、各農業委員会
北塩原村役場、西会津町役場、磐梯町役場、猪苗代町役場、湯川村役場、柳津町役場、三島町役場
金山町役場、昭和村役場、会津美里町役場、下郷町役場、檜枝岐村役場、只見町役場
南会津町役場、各農業委員会、会津若松警察署、会津美里分庁舎、猪苗代警察署、喜多方警察署
会津坂下警察署、南会津警察署、会津若松公証役場、会津農林事務所、会津若松建設事務所
南会津建設事務所、喜多方建設事務所、会津若松市社会福祉協議会、喜多方市社会福祉協議会
会津地方振興局、南会津地方振興局、会津若松商工会議所、会津喜多方商工会議所
福島家庭裁判所会津若松支部、会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部
副会長 川島一紀、会津支部長 芳賀清光、会津副支部長 安部綱一、会津支部理事 馬場悦之進

会
津
支
部

日 時
訪問場所
郵　　送

出 席 者

令和4年 10月4日㈫ 午前10時～
いわき市役所、いわき市農業委員会、いわき中央警察署、いわき東警察署
いわき南警察署、いわき公証役場、いわき建設事務所、いわき地方振興局
いわき自動車検査登録事務所、いわき商工会議所
いわき農林事務所、いわき市保健所、福島家庭裁判所いわき支部
副会長 鵜沼理人、広報部長 安藤強、いわき副支部長 石井英毅、村﨑能文

い
わ
き
支
部

日 時
訪問場所

郵　　送
出 席 者

令和4年 10月11日㈫ 午前9時～
相馬市役所、南相馬市役所、広野町役場、楢葉町役場、富岡町役場、大熊町役場
浪江町役場、新地町役場、飯舘村役場、各農業委員会、南相馬警察署、相馬警察署
相馬公証役場、相双建設事務所
川内村役場、双葉町役場、葛尾村役場、各農業委員会、相双農林事務所
副会長 菅野良成、相双支部相談役 佐藤雄一郎、相双支部副支部長 青田義仁
相双支部理事 鈴木重利、渡邉司、大石博俊、堀江司、相双支部 牛坂毅志、藤巻計

相
双
支
部

日 時
訪問場所

郵　　送
出 席 者

令和4年 9月29日㈭ ①郡山方面 午前11時～
 ②三春方面 午前10時30分～
郡山市役所、田村市役所、三春町役場、小野町役場、各農業委員会
郡山市消費者生活センター
郡山警察署、郡山北警察署、田村警察署、小野分庁舎、郡山公証人合同役場
県中農林事務所、県中建設事務所、仙台入国管理局郡山出張所
郡山市社会福祉協議会、郡山商工会議所
広報部 松本裕治、企画開発部 佐藤泰一、郡山支部長 根本重朋
郡山副支部長 笠原良夫、遠藤宏文

郡
山
支
部

日 時

訪問場所

郵　　送

出 席 者

令和4年 9月29日㈭ 午前9時～
須賀川市役所、白河市役所、鏡石町役場、天栄村役場、石川町役場、玉川村役場
平田村役場、浅川町役場、古殿町役場、西郷村役場、泉崎村役場、中島村役場
矢吹町役場、棚倉町役場、矢祭町役場、塙町役場、鮫川村役場、各農業委員会
白河公証役場
須賀川警察署、白河警察署、石川警察署、棚倉警察署、白河商工会議所、西郷村商工会
大信商工会、ひがし商工会、表郷商工会、石川町商工会、須賀川商工会議所、岩瀬商工会
長沼商工会、大東商工会、天栄村商工会、鏡石町商工会、棚倉町商工会、塙町商工会
古殿町商工会、泉崎村商工会、中島村商工会、矢吹町商工会、矢祭町商工会、鮫川村商工会
玉川村商工会、平田村商工会、浅川町商工会
広報部 塩田仍文、企画開発部 佐藤義美、県南支部長 矢吹晃平
県南副支部長 赤坂利彦、県南支部理事 我妻瞭、荒川譲、佐藤憲一郎、塩田隆

県
南
支
部

日 時
訪問場所

郵　　送

出 席 者


