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会 務 日 誌

１
月

 20日㈮ 職務上請求書確認審査
 　〃　 日行連新年賀詞交歓会
 21日㈯ 福島運輸支局等年度末相談員研修
 24日㈫ 日行連高齢者支援に関する担当者会議
 25日㈬ 日行連全国法規監察担当者会議
 27日㈮ 丁種封印実績確認
 30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
 31日㈫ 綱紀委員会
 4日㈯ 福島運輸支局等年度末相談員研修
 6日㈪ 職務上請求書確認審査
 　〃　 日行連特定行政書士制度推進担当者会議
 7日㈫ 本会研修会
 10日㈮ 登録証交付式
 14日㈫ 女性行政書士による女性のための
  無料相談会報道機関PR訪問

２
月

 12月 18日㈰ 根本匠衆議院議員在職二十五年を祝う会
 1月 7日㈯ 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

 1月 14日㈯ 令和5年 新年賀詞交歓会
 1月 20日㈮ 日政連 令和5年 新年賀詞交歓会

令和4～5年度 政連だより令和4～5年度 政連だより令和4～5年度 政連だより

広報部出張無料相談会 報告（12・1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12月1日 会津坂下町（5回目） 会津支部 9：30～12：00 髙畑幸夫、大竹正之 相談なし
 令和4年12月2日 大玉村（3回目） 福島支部 9：00～12：00 藤田安宏、河原達彦、渡邉弘貴 相続1件
 令和4年12月6日 いわき市（16回目） いわき支部 10：00～15：00 安島保、江崎豪、佐藤純一、蛭田貴 その他1件
     菅野良成、青田義仁、中村賢治、荒知之、菊地三起郎 相続関係13件
     大石博俊、渡邉司、鈴木重利、堀江司、佐藤功 不動産関係6件
     佐藤雄一郎、片桐光啓、加藤三郎 後見関係3件
 令和4年12月11日 南相馬市（1回目） 相双支部 10：00～15：00 田中俊幸、藤巻計、田久里美 金銭問題3件
     〔女性相談者応対要員として、福島支部に応援を要請〕 遺言関係1件
     熊坂恵子 福島支部長 その他9件
     根本奈穂子 福島副支部長 参加 計35件

 令和4年12月27日 会津若松市（5回目） 会津支部 13：30～15：30
 芳賀清光、馬場悦之進、吉武稔、岩橋均 

遺言1件
     瀬田友裕、佐藤主善、五十嵐公一、渡部久子
 令和4年12月27日 いわき市（17回目） いわき支部 10：00～15：00 村﨑能文、鵜沼理人 その他1件
 令和5年 1月 17日 喜多方市（5回目） 会津支部 13：30～14：30 菅沼恒博、小澤千春 相続1件

 令和5年 1月 19日 伊達市（5回目） 福島支部 9：00～11：45
 菅野功、武田莞爾、菅野計、宍戸義晴、佐藤新一 相続4件

     渡辺正治、齋藤忠雄、菅野喜晴、松崎龍一 離婚1件 計5件
 令和5年 1月 24日 いわき市（18回目） いわき支部 10：00～15：00 安島保、渡邊勇人、佐々木次男、石井達哉 その他1件
  合計9回   52名 46件

　令和5年 新年賀詞交歓会を令和5年1月14日㈯ 午後3時から郡山ビューホテルアネックス4階「花勝見」
において、本会と政治連盟の共催で開催しました。
　参加者は、招待者46名と会員44名の90名でした。根本奈穂子会員、松本裕次会員、熊坂恵子会員の
司会進行により招待者が入場し、菅野良成副会長の開会のことばで始まりました。
　本会並びに政治連盟の金沢和則会長の挨拶の後、昨年春の黄綬褒章受章の記念として本会へバック
パネルをご寄贈いただきました福島支部 塩﨑京子会員へ感謝状が贈呈されました。
　そして政務ご多忙の中、出席・挨拶をいただいた福島県議会議長渡辺義信様はじめ国会議員など御来
賓の方々から祝辞を頂戴し、また、多くの方々から祝電を頂きました。
　宴が和やかに進むなか、恒例の抽選会が行われ大いに盛り上がりました。
　ご来賓の方々と多くの会員との懇親の場とすることが
でき、交流も深められたものと思いました。
　閉会のことばは鵜沼理人副会長が行いお開きとなりま
したが、会員の皆様方のご協力により、盛会裡に開催でき
ましたことを深く感謝申し上げご報告といたします。

令和5年 新年賀詞交歓会報告令和5年 新年賀詞交歓会報告 総務部長　村越 泰典総務部長　村越 泰典2023年

年度末における
登録抹消届出書の取り扱いについて

本年度末限りで退会される方へ

　令和5年3月30日㈭正午までに本会が申請書原本を
受付し、日行連に3月31日㈮ 正午までに書類が到着し
たものは、3月分として処理されます。（令和4年度分
登録抹消届出終了）
　なお、3月31日㈮正午以降の日行連受付分は令和5年
4月分として処理され、新年度の会費が発生しますので
ご注意下さい。
　郵便事情等で、本会経由日行連への進達が遅れた場
合、上記のように処理されますのでお早目に送付されま
すようお願いいたします。
　3月中旬頃まで、支部経由で本会事務局まで書類を
送付下さいますようお願いいたします。
※書類に不備がある場合、全ての書類が揃うまで受理できません。
※FAXによる受理は行われませんので、ご注意ください。

行政書士試験
合格者数

令和4年度   受験申込者数 受 験 者 数 合 格 者 数 合格率（％）
 福島県 516 419 39 9.31%
 全　国 60,479 47,850 5,802 12.13%

下記のとおり処理されますので、お知らせいたします。
●変更登録申請
　3月10日㈮以降、日行連受理したものは4月分として処理
●単位会変更
　3月29日㈬正午まで、日行連受理したものは4月1日付変更

詳細は、事務局までお問合せください。

年度末の変更登録申請の取扱いについて
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▶ 業務参考資料のご紹介
題　名
電子車検証の概要及び自動車税に係る留意事項について………………………………………………… 全3頁〈福島県税務課〉
「経営事項審査申請の手引」の改訂及びホームページの更新について（通知）………………全8頁〈福島県土木部建設産業室〉 
建設業許可・経営事項審査電子申請システムの運用について（通知）……………………… 全3頁〈福島県土木部建設産業室〉
監理技術者制度運用マニュアルの改正について（通知）…………………………………… 全21頁〈福島県土木部建設産業室〉
建設業許可申請の手引の改定等について（通知）……………………………………………… 全1頁〈福島県土木部建設産業室〉
「電子情報処理組織を使用して建設業の許可を申請する場合に提出を省略することができる書面
又は書類を定める件」の制定及び建設業許可事務ガイドラインの一部改正について（通知）………全117頁〈福島県土木部建設産業室〉
「施工体制台帳の作成等について」の改正について（通知）………………………………… 全22頁〈福島県土木部建設産業室〉
経営事項審査の手引修正及びホームページの更新について………………………………… 全2頁〈福島県土木部建設産業室〉
東日本大震災に伴う建設業関係事務の取扱いの延長について……………………………… 全8頁〈福島県土木部建設産業室〉
福島県農地法に係る事務処理の特例に関する条例の一部改正について（通知）… 全13頁〈福島県農林水産部農業支援総室〉
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（周知） ………………………………………… 全5頁〈日行連〉
申請取次実務研修会（2月VOD方式）の開催について …………………………………………………………… 全7頁〈日行連〉
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（周知）……………… 全31頁〈日行連〉
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（周知）……………………………… 全21頁〈日行連〉
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（周知）……………………………… 全1頁〈日行連〉
再生資源利用（促進）計画の掲示様式について（周知）……………………………………………………………… 全3頁〈日行連〉
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）……………………………………… 全1頁〈日行連〉
自動車保有関係手続に係るホームページのリニューアルについて（周知）……………………………………… 全1頁〈日行連〉
特定記録等事務代行制度におけるオンラインでの委託申請等に係る 「特定記録等事務代行等委託要領」の運用について（周知）… 全18頁〈日行連〉
「自動車登録業務等実施要領の制定について」の一部改正について（周知）…………………………………… 全60頁〈日行連〉
検査標章台紙の変更について（周知）………………………………………………………………………………… 全2頁〈日行連〉
定款認証手続に関するアンケート調査の実施について（周知）………………………………………………… 全14頁〈日行連〉
「施工体制台帳の作成等について」の改正について（周知）……………………………………………………… 全42頁〈日行連〉
オンラインセミナー「農水知財に関するシンポジウム」の開催について（周知） ………………………………… 全1頁〈日行連〉
令和5年度 申請取次関係研修会の開催予定について …………………………………………………………… 全2頁〈日行連〉
オンラインセミナー「環境法はなぜ規制されるのか」の開催について（周知） …………………………………… 全1頁〈日行連〉
令和5年度 専修大学大学院における司法研修について…………………………………………………………… 全4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）。

　本会主催の令和4年度司法研修講座は、10月7日㈮の開講に始まり、12月23日まで全7回（14時限、21時間）
の全日程を終了しました。テーマは民事上の諸問題を中心に取り上げました。今回も福島大学名誉教授・福島大
学教育推進機構特任教授の富田哲先生にご講義いただきました。また実務家の立場からということで駒田晋一
弁護士、佐藤貴洋弁護士、湯浅　亮弁護士にもご講義いただきました。本研修で習得したことは実務の場面で非
常に役に立つと思います。コロナ禍の中、講師の方々にはお越しいただき、また分かりやすい講義をしていただ
き御礼申し上げたいと思います。なお日程ごとの講義内容は下記になります。

　月刊日本行政12月号にて御案内のとおり、日本行政書士会連合会会則の改正が、令和4年8月31日付けで
総務大臣に認可されたことに伴い、令和5年8月31日から一般倫理研修の受講が義務化されることとなりました。
　一般倫理研修の配信スケジュールや受講方法については、日行連ホームページや月刊日本行政において、
お知らせする予定です。
　なお、中央研修所研修サイトでの配信を予定していますので、当サイトへの登録がお済みでない方は、是非
この機会に御登録ください。

中央研修所研修サイトは、
ビデオ・オン・デマンド（VOD）研修を受講するためのサイトです。
行政書士会員であれば、どなたでも無料※で研修を受講いただけます。
※ 一部有料講座を除く

❶ 「日行連ホームページ」のトップページのバナーから「中央研修所研修サイト」に
　 アクセスします。
❷ 中央研修所研修サイトのトップページからIDとパスワードを入力し、ログインします。
（初めての御利用の場合は、「ID、パスワード申込」から登録をしてください。）
❸ 「講座一覧」から受講する講座のカテゴリを選択し、御受講ください。

  講 師

令和４年度 司法研修講座終了報告 令和5年8月31日から倫理研修受講が義務化されます!
令和5年3月中旬より配信予定!

研修委員長　中平 道和

日本行政書士会連合会〈中央研修所・総務部〉

第1講 13：30～15：00 【民事訴訟の実務】〈講師〉駒田 晋一　弁護士

15：15～16：45第2講 【成年後見制度 －現状と課題－】 
〈講師〉福島大学教育推進機構　富田 哲 名誉教授・特任教授

1日目
10月7日㈮
けんしん

郡山文化センター

第3講 13：30～15：00 【養子制度 －どのように利用されてきたか－】〈講師〉福島大学教育推進機構　富田 哲 名誉教授・特任教授

15：15～16：45第4講 【遺言の方式 －自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言－】 
〈講師〉福島大学教育推進機構　富田 哲 名誉教授・特任教授

2日目
10月14日㈮
けんしん

郡山文化センター

第5講 13：30～15：00 【法定相続 －誰が・どれだけ相続するか－】〈講師〉福島大学教育推進機構　富田 哲 名誉教授・特任教授

15：15～16：45第6講 【約定利息と法定利息 －過払金訴訟とマイナス金利の時代－】 
〈講師〉福島大学教育推進機構　富田 哲 名誉教授・特任教授

3日目
10月28日㈮
けんしん

郡山文化センター

第7講 13：30～15：00 【消滅時効制度 －2017年改正－】〈講師〉福島大学教育推進機構　富田 哲 名誉教授・特任教授

15：15～16：45第8講 【債務不履行と解除 －2017年改正－】
〈講師〉福島大学教育推進機構　富田 哲 名誉教授・特任教授

4日目
11月11日㈮
けんしん

郡山文化センター

第9講 13：30～15：00 【遺産分割 －親族紛争の代名詞－】〈講師〉福島大学教育推進機構　富田 哲 名誉教授・特任教授

15：15～16：45第10講 【相続法の動向 －2018年改正－】
〈講師〉福島大学教育推進機構　富田 哲 名誉教授・特任教授

5日目
11月25日㈮
けんしん

郡山文化センター

第11講 13：30～15：00 【不動産取引をめぐるトラブル】〈講師〉佐藤 貴洋　弁護士

15：15～16：45第12講 【生殖補助医療 －人工授精・体外受精・代理懐胎－】
〈講師〉福島大学教育推進機構　富田 哲 名誉教授・特任教授

6日目
12月9日㈮
けんしん

郡山文化センター

第13講 13：30～15：00 【消費者法】〈講師〉湯浅 亮　弁護士

15：15～16：45第14講 【家族法改正の新しい動き －夫婦別姓と同性婚－】
〈講師〉福島大学教育推進機構　富田 哲 名誉教授・特任教授

7日目
12月23日㈮
けんしん

郡山文化センター

日程・会場 講義内容・講師講義時間

富田 哲
福島大学 名誉教授
福島大学 教育推進機構
 特任教授

駒田 晋一
弁護士

佐藤 貴洋
弁護士

湯浅 亮
弁護士

御利用は簡単！

3STEP！


