就任のごあいさつ

日本行政書士政治連盟栃木会
会長 青木 勇夫

図らずも、このたびこの役職に就任させていただきました。時の厳しい判断を真摯に受
け止め、役務成就のために邁進して行きたいと思っております。
さて、栃木会規約第２条（目的）の内容は「本会は、日本行政書士政治連盟及び栃木県
行政書士会と連携して、行政書士の社会的経済的地位の向上を期し、行政書士制度の充
実・発展と行政書士の権益の擁護を図り、行政の円滑な推進に寄与するとともに、国民の
福祉に貢献するために必要な政治活動を行うことを目的とする。」となっております。
前記の目的達成のためにも、須永会長のお考え等を充分に伺い、これを参考にして栃木
県行政書士会と両輪となり、栃木県行政書士議員連盟の野田会長にご相談申し上げ、そし
て助言をいただき行動したいと考えております。政治を通して栃木県行政書士会、そして
行政書士の皆々様が最大の恩恵を受けるべき行動を起こして行きたいと思っております。
現在、日行連においては、士業間での反対はあるものの、「行政不服申立代理権」の獲
得に懸命でございます。勿論、これに栃木会も賛同して行きますが、栃木会としての課題
は、「会員の業務の安定化」を目指し、先ずは、官公署からの業務の受注と考えます。そ
れには、会員のお考えを先にお聞き致し、議連の先生方のお力をお借りして官公署と折衝
することであります。是非ともこれを実現したいので、会員の皆々様の要望をお待ち申し
上げるものでございます。
結びに、実現したいものは枚挙に遑が無いのですが、政連を通して会員の皆々様が経済
的恩恵を受けられるような活動をしていきます。微力ではありますが、どうぞよろしくお
願いを致します。

《日政連栃木会体制》
○常任幹事 会
長
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青木勇夫
小林幸雄
手塚理恵
田渕 徹
毛塚勝行
稲葉昌俊

栃木県行政書士会
栃木県と｢災害時における行政書士業務に関する協定｣を締結
７月１０日（水）午後４時１５分から、栃木県
庁知事応接室において、福田富一知事と須永威会
長による「災害時における行政書士業務に関する
協定」の締結式が行われました。
栃木県行政書士会では、災害時における被災者
支援のための行政書士業務の円滑かつ迅速な実施
に向けた体制整備等を図ることを目的とし、栃木
県との間でこの協定の締結に向けて準備を進めて
きました。
協定の概要は、災害発生時において、栃木県行
政書士会が被災者支援のために行う行政機関等に
提出する書類（罹災証明書等）の作成支援、当該
書類の作成支援のための被災者支援相談センター
の設置等について、栃木県及び栃木県行政書士会
の役割等必要な事項を定めたものです。
また締結式終了後、記者会見の席上で会長は次
のように述べられました。
「東日本大震災の際、県内の被災者や県外から
の被災者の避難所に出張無料相談会を行った経験
と教訓を踏まえ、士業界としては弁護士会に続い
て２番目に締結できた意義は大きいと思います。
行政書士は、まさに行政と県民を結ぶパイプ役と
なる行政手続の専門家であります。いざという時
の被災者支援相談センターの設置により、総合窓
口としてワンストップで相談ができるよう今後他
士業にも呼びかけ、その役割を果たしていきたい
と思います。
支援の内容としては、行政書士による被災者支
援無料相談センターの設置による被災者台帳の作
成支援や、被災証明、罹災証明、災害見舞金の交
付申請ほか行政書士業務における相談や申請代理
などを想定しております」
締結式には、本会から須永会長、田渕総務部担
当副会長、毛塚制度推進部担当副会長、前澤制度
推進部部長、総務部長金敷が同席しました。
（総務部 金敷 裕）
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平成２５年７月１１日付 下野新聞

新体制スタート！ ～平成２５年度第２回理事会～
６月１０日
（月）
栃木県行政書士会館において、
平成２５年度第２回理事会が開催された。５月２
４日の定期総会における役員改選後、新しい執行
部になって初めての理事会である。
○議案第１号 相談役の委嘱について
相談役 押野佑前副会長
○議案第２号 日行連理事の承認について
日行連理事 須永威会長
○議案第３号 部の編成について（先月号参照）
○議案第４号 平成２５年度事業実行計画の具体
的推進について
以上、すべての議案は全会一致で承認された。
須永会長より、
昨年度の業務部の大改革に続き、
今年度の重点項目は総務部の改革であるとの説明
があった。暴力団等排除対策委員会の設置や職務
上請求書の管理及び倫理研修の実施、県との災害
防止協定、サーバー利用の見直し等、担当分野が
近年増加していることから、その対処を考慮した
県内各市町を対象として具体的に進めていく予定
体制となっている。
なお、県と締結した災害防止協定（前頁参照） である。
（広報部 田代昌宏）
については、
今後は総務部と制度推進部が連携し、

自販連との業務連絡協議会開催
定期的に行われている自販連との業務連絡協議
会が、７月４日（木）１２時から栃木県自動車会
館において開催された。
今年度は当会及び自動車車庫証明センター運営
協議会において役員改選があったため、今回が新
体制になってから初めての連絡協議会である。自
販連協会の喜谷会長からの挨拶の後、当会の須永
会長からの挨拶があり、新体制の紹介があった。
その後、車庫証明の取扱状況や自動車業界の現
状についての審議が行われ、今後の見通しなどに
ついて話し合った。
出席者は下記の通り

【栃木県自動車販売店協会】
会
長
喜谷辰夫様（トヨタカローラ栃木株式会社
代表取締役社長）
副 会 長
小平雅久様（栃木日産自動車販売株式会社
代表取締役社長）
副 会 長
新井祥司様（栃木トヨペット株式会社
代表取締役社長）
副 会 長
廣渡和重様（日産プリンス栃木販売株式会社
代表取締役社長）
専務理事
鈴木忠明様（協会事務局）
【栃木県行政書士会】
会
長
須永 威
副 会 長
小林幸雄（運協副会長兼務）
業務部長
鈴木康夫
【自動車車庫証明申請センター運営協議会】
会
長
宮嶋幸雄（車庫証明申請烏山センター）
副 会 長
松本 明（車庫証明申請栃木センター）
副 会 長
田代昌宏（車庫証明申請宇都宮センター）

（運協副会長 田代昌宏）
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今月の表紙：尚仁沢湧水

わがまち自 慢

―塩 谷 町 ―

栃木県の中央やや北部に位置する本町は、日光連山系
「高原山」をシンボルとし、町の東側には荒川、南側に
は鬼怒川が流れ、この清らかな水の恵みを受けた農業を
基幹産業とした長閑な田舎町です。
本町一番の名所と言えば、「尚仁沢湧水」です。標高
約７００ｍの深い森に囲まれた源泉。そこから湧き出す
１１℃の冷た～い水…。これからの暑い季節に最適で
す！
また、昨年６月には、船生地区に県内２０番目の道の
駅となる「湧水の郷しおや」がオープンしました。農家
自慢の農産物販売や、
美味しいお蕎麦屋さんの他に、
様々
な食べ物を提供する「飲食館」が加わり、４月にリニュ
ーアルオープンしました。
尚仁沢を散策し、道の駅で昼食・休憩…なんてコース
もいいのでは？是非いらしてください。
【塩谷町シンボルキャラクター
「ユリピー」がリニューアル】

塩谷町のイベントコンパニオンの「ユリピー」だよ。
こんど、新しくイメージチェンジすることにしたんだよ。
これからも、塩谷町のＰＲをがんばるよ！
みなさんとお会いできることを楽しみにしてるよ。
遊びに来てネ～！

【地域グルメ：里いもフライ】
地元でとれたサトイモを蒸かして裏ごしし、下
味を付けてから衣をまぶして揚げたこの逸品は、
きめ細かでクリーミィなサトイモが、サクサクの
衣と食感のハーモニー。サトイモ本来の甘みに、
お好みでかけるソースが絶妙です。
里いもフライに関するお問い合わせは、尚仁沢
はーとらんど（℡0287-41-1080）までどうぞ。
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会員事務所訪問コーナー
今月は多趣味で知られる大鹿会員の事務所へ
おじゃましまーす！と思ったのですが、事務所
を飛び出しての特別バージョンとなりました。

おじゃましま～す！
なぜそんなにたくさんのことをしていらっしゃ
るんですか？
「７０歳までは仕事をしたいと考えていますし、
それまでに何か社会貢献ができればと…退職して
いますから時間もあるので、ついいろいろと…と
いうことになってしまいました。今後もまたひと
つＮＰＯ法人の立ち上げを手伝ってほしいと言わ
れているんですよ」
本当にたくさんの人に必要とされていらっしゃ
り、充実していますね。
ご趣味もたくさんあると聞いていますが…
「そうなんです。今はカメラにハマっていて、行
政書士の仲間４人（芳賀／神原会員、那須／相馬
会員、小山／野村会員）で写真クラブを作ってい
て、いろいろな所へ写真を撮りに行っているんで
す。実は今度写真展を開くことになりまして…」

氏 名：大鹿 幸雄（おおしか ゆきお）
事務所：大鹿行政書士法務事務所
宇都宮市上欠町１２３１－１０５
入会日：平成２２年３月１５日
行政書士になろうと思われた動機は？
「警察官を定年退職しましたが、７０歳までは働
きたい、何か社会貢献をしたいと考えていたとこ
ろ、職歴で資格を得られることを知り登録しまし
た」
主な取扱い業務は何ですか？
「警察官時代に築いた経験により外国人関係や債
権債務等の相談事が多く、警察署に相談に行くこ
とが多いですよ。警察には動いてもらえなくても
相談に行っておくということが大事になってくる
んです」
確かにそうですね…。
さてさて、ここでなぜ『大谷資料館』の前なの？
と疑問に思われた方々の質問にお答えしたいと思
います。大鹿会員は、観光ボランティアうつのみ
やシティガイド協会の副会長を務められ、担当さ
れているエリアが大谷地区ということで、本日は
大谷資料館の館内をご案内していただきながらイ
ンタビューに答えて下さったのです。他にも精神
医療相談員やＮＰＯ法人の理事など、数多くの顔
をお持ちの大鹿会員です。
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え～すごいですね。個展を開けるぐらいに撮り
ためていて、本格的な活動なんですね。
「他にもビートルズに憧れまして、エレキギター
を始めました。こちらは総合文化センターの小ホ
ールの舞台で演奏させてもらったことがあります。
最高の気分でした。あとは鉄道マニアっていうん
ですか、いわゆる鉄ちゃんです。青春１８切符と
いうのを購入し、ブルートレインに乗りに行きま
した。今では廃止されてしまったブルートレイン
銀河や富士にも廃止前に乗車しに行ったんですよ」
警察官時代にもたくさんの社会貢献をされてこ
られたはずなのに、退職後も社会に貢献したいと
いうお気持ちで仕事をこなされている姿勢に頭が
下がります。
とても１ページには収まらないくらいにお話は
盛り上がったのですが、最後に写真展の告知を掲
載して、締めくくりたいと思います。大鹿会員あ
りがとうございました。
１１月２５日～１２月１日まで
サトーカメラ本店（栃木県宇都宮市陽東３丁目２７−１５）
写真展を開催します。是非足をお運びください。

（宇都宮支局長 竹島尚子）

支局かわら版

いきこ

「生子神社 泣き相撲」

鹿沼支部

私の事務所のある鹿沼市樅山町には、子供の健
やかな成長を祈願して開催される奇習行事、「生
子神社の泣き相撲」(国選択無形民俗文化財、鹿沼
市指定無形民俗文化財)があります。
安産子育ての
守護神を祭神に祀る生子神社において、毎年９月
１９日（日曜日でない時は次の日曜日）を大祭日
と定め実施されています。
まず、行司とまわし姿の力士に扮した役員氏子
が境内近くの「ミタラセ」という湧き水で手足を
洗い口をゆすぎます。次に、社前（やしろまえ）
に設けられた土俵に上がり、神官からお祓いを受
け身を清めます。そして、神事のあと、土俵のお
祓いをし、行司が軍配をかかげ、東西の幼児の名
前を呼びます。そのあと、力士が幼児同志を抱き
かかえ土俵に上がり、仕切り線に歩み寄り、行司
の軍配を合図に、「ヨイショ、ヨイショ」と声を
かけながら頭上高く振り上げて取組ませます。先
に泣いたほうを勝ちとする行事ですが、現在では
勝ち負けはつけていません。
生子神社の泣き相撲の起源は明らかではありま
せんが、１８６１年～１８６４年にはすでに行わ
れていたと伝えられています。また、生子神社の
名前の由来は、その昔、氏子の与吾衛門の子供が
天然痘にかかり亡くなり、その時、与吾衛門夫妻
が、「ミタラセ」という湧き水で身を清めて子供
が生き返るよう祈りを捧げたところ、生き返った
ということから、生子神社の名が生まれたという
ことです。
現在では、子供の無事成長を願うもので、「泣
く子は育つ」という俗語に基づく行事となってお
り、近隣はもとより首都圏からの参加者も多くな
っています。
お子様の健康祈願と思い出作りに出かけてみて
はいかがでしょうか？ちなみに、私も、私の子供
達も、もちろん参加させていただき、大きな怪我
や病気も無くすくすくと元気に育ちました。
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開 催 日・・９月１９日以降の最初の日曜日
平成２５年９月２２日（日）
開 催 時 間・・午前９時～午後４時
（受付は午前８時～）
参 加 費・・当
日 ４，０００円
事前申込 ３，５００円
（７月より受付）
参 加 年 齢・・生後６か月位の首の据わった
お子様～３歳位まで
住
所・・〒３２２－００４６
栃木県鹿沼市樅山町１１６７
生子神社
（いきこじんじゃ）
問い合わせ・・０２８９－６０－６０７０
鹿沼市観光物産協会
（屋台のまち中央公園内）
交
通・・電車：東武日光線樅山駅から
徒歩１５分
バス：リーバス口粟野線
「生子神社入口」下車
徒歩１０分
車 ：東北自動車道鹿沼 I.C
から１５分（約７km）
タクシー：東武日光線新鹿沼駅
から約１０分
駐 車 場・・有２００台
（支局長 野澤佐江子）

支 局 情 報

その他、宇都宮市役所と市民プラザにおける無
料相談会について、各相談会の担当者が決められ
た。各担当者は相談会当日の当番が欠席すること
【宇都宮】
の無いよう事前に調整することを目的としている。
第２回宇都宮支部理事会開催
◇制度推進部
予定通りの活動を行うこととし、名簿の更新年
６月６日（木）１３時から行政書士会２階会議
室において第２回宇都宮支部理事会が開催された。 のため確認作業があること、ポスターの配布事業
に関しては前年同様の配布担当をお願いしたいと
のことである。
続いて日政連栃木会宇都宮支部の幹事会が行わ
れた。郷間市議よりご挨拶をいただいた後、活動
計画について報告があった。
政連の支部規約の中に日当についての規約が
ないため、規約を設けた方がいいのではないか？
との意見がでた。今後の課題とする。
県知事を囲む会を毎年宇都宮支部で開催して
いたが、主幹を本会に移管できないか？ との意
見がでた。今後本会との協議をする方向である。
議連所属議員の皆様にはこれからも市との架
理事１６名の出席により定足数に達している旨
け橋となりご尽力いただけるよう支援していきた
報告があり、審議に入った。
（支局長 竹島尚子）
今年度の事業計画案を具体的に企画するため、 いと思う。
各部に分かれて相談時間を設けた。

宇都宮資産税税務研究会総会開催

◇総務経理部
主な議題として会員同士の親睦を図るための事
業について話し合われた。県との共催が可能かど
うか、県の事業計画を確認してからの決定となっ
た。その他、県との共催が無理な場合はスカイツ
リー見学や新歌舞伎座、劇団四季の観劇、ツイン
リンクもてぎ、観光やな体験など、さまざまな意
見が活発に交わされた。
支部会則の見直しも必要な業務のひとつとして、
今後の課題となった。
◇業務指導広報部
研修会の内容について話し合われた。昨年小平
会員が講師となって行われた「新人会員向け相談
の受け方について」
は今年度も開催の予定である。

６月６日（木）宅建協会３階会議室において、
第１７回宇都宮資産税税務研究会総会が開催され
た。これは宅建協会県央支部と行政書士会宇都宮
支部で構成された組織であり、会長を宅建協会の
五十嵐薫氏が、副会長を手塚理恵宇都宮支部長が
務めている。
代議員数３７名中２５名の出席により定足数に
達し、直ちに議案審議に入った。第１号議案平成
２４年度の事業報告、第２号議案平成２４年度収
支報告及び監査報告がなされ、挙手多数により承
認可決された。
続いて第３号議案賦課金の賦課の一時停止承認
の件、第４号議案平成２５年度事業計画、第５号
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議案平成２５年度予算、第６号議案会則の一部変
更について審議され、承認可決された。
その後、来賓として宇都宮税務署長塚田忠幸様
からご祝辞をいただき、無事閉会となった。
（副支部長 田代昌宏）

【那 須】

那須支部無料相談会の実施

佐藤栄一宇都宮市長表敬訪問

６月１３日（木）佐藤栄一宇都宮市長への表敬
訪問を行った。諏訪利夫議員連盟副会長による協
力の下、手塚支部長、深見副支部長、安野副支部
長、田代副支部長の４名にて訪問し、市における
行政書士の役割等について話し合った。宇都宮支
部では、宇都宮市役所や宇都宮市民プラザにおい
て毎月無料相談会を行うなど、社会貢献事業にお
いて市と協力関係を築いてきている。より市や市
民の期待に応えられるよう、今後もこの協力関係
を強化していく方針である。
（副支部長 田代昌宏）

【鹿 沼】

鹿沼支部定期総会開催
去る５月１１日(土)午後４時から、鹿沼市東末
広町の福田屋百貨店コンベンションホールにおい
て、鹿沼支部の定期総会及び、政治連盟鹿沼分会
の定期大会が開催されました。
青木勇夫副会長、松本明栃木支部長を、来賓と
してお迎えし、平成２４年度の事業報告・決算、
平成２５年度の事業計画・予算について、承認さ
れました。お忙しいところ、お越しくださいまし
た来賓の皆様には改めてお礼申し上げます。
また、総会終了後、懇親会において会員相互の
親睦を図りました。
（支局長 野澤佐江子）

６月２３日（日）１０時から１５時まで、黒磯
市の「いきいきふれあいセンター」にて無料相談
会が開催された。出席会員は１１名であった。
開始時間の１０時より前に相談者の方々が訪れ
はじめ、午前中の相談の件数は６件、午後は３件
で、計９件の相談のうち、８件が相続に関して、
１件が遺言に関しての相談であった。
相続に関しては、被相続人がずいぶん前になく
なっているが、不動産の名義変更はできるのかと
いった質問や、相続人に遺留分がある場合がある
ことを知らなかったという声も聞かれた。
その他に相続人が認知症になっていると成年後
見の手続きをしなければならなかったり、遺贈の
場合には、対象となる財産が農地であると、農地
法との関係も問題になってくる。
最後に、相続とは、誰もが経験することになる
ものである。そしてその相続が、時として難解な
問題が組み合わされている場合もある。だからこ
そ我々行政書士のような専門家が必要とされ、ま
た会員一人一人の相続についての幅広い知識が求
められるのだと感じた。
（支局長 オブライエン奈美）
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政連だより
平成２５年度第２回日政連栃木会幹事会開催
６月１０日（月）栃木県行政書士会館において、
平成２５年度第２回日政連栃木会幹事会が開催され
ました。
５月２４日の定期大会において就任した青木勇夫
日政連栃木会会長による挨拶の後、須永威栃木県行
政書士会会長から挨拶があり、車の両輪に例え、こ
れまで通りの協力関係をアピールした。来賓として
野田尚吾元栃木県議会議長（議連会長）、簗瀬進前
参議院議員（議連顧問）より挨拶をいただき、石渡
丈夫元小山市議会議長（議連副会長）、諏訪利夫元
宇都宮市議会議長（議連副会長）、住吉和夫元河内
町議会議長（議連顧問）、郷間康久宇都宮市議会議
員（議連幹事）、齋藤誠治高根沢町議会議員（議連
幹事）、宮澤昭夫元矢板市議会議員（議連幹事）、
山ノ井一男元西方町議会議員（議連幹事）が紹介さ
れた。
議案第１号 顧問の委嘱について
顧
問
須永
威（佐野支部）
議案第２号 日本行政書士政治連盟幹事の承認に
ついて
日政連幹事 浅野 吉知（鹿沼支部）

議案第３号 平成２５年度運動方針について
重点項目
①栃木県の行政書士であることを明確にするた
めの名称変更について研究する。
②栃木県行政書士議員連盟の組織見直しにより
請願活動を活発にする。
③各種議会、議員との連携を図る。
上記議案は、すべて可決承認され、その後議員連
盟との意見交換会に入りました。
特に今回は、各市町との災害防止協定についての
活動や、行政書士法違反書類の提出排除に関する請
願について、有意義な意見の交換がなされ、閉会い
たしました。
（広報部 田代昌宏）

広報部より

行政書士とちぎに投稿しませんか？
○業務に関する情報
○書士会に関するご意見
○日常において感じること
○とっておき情報
○写真・作品・マンガ・イラスト等

会員の皆様の
投稿をお待ち
しております

原稿はできるだけメールでお送りください。ＦＡＸの場合はワープロ印刷等鮮明に読み取れる
状態でお送りください。

栃木県行政書士会
メール：gyosei-totigi@mail.gt9.or.jp
FAX：028-635-1410
郵 送：〒320-0046 栃木県宇都宮市西一の沢町１－２２
※いただいた原稿は、広報部編集方針により、承諾なく内容を変更する場合がございます。
（誤字脱字が明らかな場合の修正、行政書士の呼称を「先生」から「会員」に変更する等）
※変更不要の旨お書き添えいただければ個別に対処いたします。
※都合により掲載に時間がかかる場合や、内容により掲載できない場合もございます。
どうぞご了承下さい。
送付先
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栃木県行政書士会カレンダー（８月）
日
5 月

7

水

9
12
14

金
月
水

19

月

21

水

22
24
25

木
土
日

26
27
28

月
火
水

29

木

予

定

時
間
10:00~
13:30~

登録説明会
申請取次届出済証明書交付式
新入会員オリエンテーション
総務部会
編集会議
行政書士無料相談（於：宇都宮市役所２階市民相談コーナー）
ＴＩＡ無料相談会
外国人在留資格相談室（於：足利市生涯学習センター会議室）
宇都宮市国際交流協会無料相談会
（於：うつのみや表参道スクエア５階国際交流プラザ)
ＫＩＦＡ相談会
ＤＶＤ研修会～国際私法
行政書士専門相談（於：小山市役所）※予約制（随時受付先
着４人 予約問い合わせ：小山市生活安心課 0285-22-9282）
「相談業務の受け方」研修会（第 1 回）
日行連自動車登録 OSS センター構想に係る DVD 研修会
市民プラザ無料相談会
（於：うつのみや表参道スクエア５階市民プラザ)
登録説明会
日行連自動車登録 OSS センター構想に係る DVD 研修会
成年後見研修会（第１回）
行政書士専門相談
（於：野木町老人福祉センター「ホープ館」相談室）
行政書士専門相談（於：ゆうゆう館 会議室２）
※要事前予約（定員４名 予約先：行政書士会小山支部
髙山久 0285-53-1672）

10:00~
13:30~
13:30~
10:00~15:00
10:00~
13:00~16:00
15:00~17:00

主
催
総務部
申請取次行政書
士管理委員会
総務部
総務部
広報部
宇都宮支部
業務第４グループ
足利支部
宇都宮支部

10:00~
10:00~14:00
10:00~12:00

業務第４グループ
業務第４グループ
小山支部

13:00~16:00
13:30~16:40
13:00~16:00

業務第 5 グループ
業務第 1 グループ
宇都宮支部

10:00~
13:30~16:40
13:30~16:40
10:00~12:00

総務部
業務第 1 グループ
業務第 5 グループ
小山支部

10:00~12:00

小山支部

正副会長の動き
日 時
6/ 4(金) 13:30～16:00
6/ 6(木) 11:00～
15:00～17:00
6/ 8(土) 10:00～
6/10(月) 10:00～12:00
13:30～17:00
6/11(火) 13:30～16:00

業務部会議
宇都宮資産税務研究会総会
総務部会
たかはし克法代表者会議
正副会長会
平成 25 年度第 2 回理事会、幹事会
編集会議

出席者
稲葉
手塚
会長、青木
会長、青木
全員
全員
手塚

6/12(水)
6/13(月)

平成 25 年度第 1 回関地協会長会議
中山恭子参議院議員来局

会長
青木

15:00～17:0
13:30～16:00

行 事
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内 容・場 所
受託事業について
宅建協会
引き継ぎ事業の確認
護国会館
理事会幹事会議事について
平成 25 年度事業計画等
行政書士とちぎ 6 月号編集
等
日行連
栃木県行政書士会館

6/17(月)
6/18(火)

13:30～14:00
14:30～16:30

栃木県経営管理部文書学事課訪問
業務部全体会議

6/19(木)

13:30～15:00

6/20(木)
6/21(金)
6/22(土)
6/24(月)
6/25(火)

10:45～20:00
9:00～12:00
10:00～
13:30～19:00
19:00～

金融の円滑化と中小企業支援策
に
関する説明会
日行連定時総会
日行連定時総会・日政連定期大会
高橋克法選対会議
総務部会
高橋克法総決起大会

6/27(水)

13:30～
15:00～16:30
17:30～
18:00～

受託事業説明会打合せ
受託事業相談員定例会
車庫証明申請センター運営協議会総会
谷ひろゆき中央総決起集会

6/29(土)

田渕、毛塚
会長、小林、稲
葉、手塚、田渕
毛塚

新任あいさつおよび打合せ
事業の具体的推進について

全員

シェラトン都ホテル東京

会長、青木
会長、田渕
須永、手塚
小林、青木
稲葉
毛塚
会長
青木

護国会館
平成 25 年度事業について
宇都宮市文化会館

関東財務局宇都宮財務事務所

受託事業について
今後の活動について
チサンホテル
宇都宮市文化会館

日行連だより
日行連から届いた文書の内、会員の皆様に役立つ文書の表題等を掲載いたします。文書の写し等必
要な方は事務局までご一報ください（実費）。
日行連
№
132

受信日付

文書の表題

H25.6.3

理事会の議事結果について(平成 25 年 4/24、4/25）
日行連自動車登録 OSS センター構想による看板設置に係る研修用
DVD の送付について
平成 25 年度行政書士制度 PR ポスターの作成・配付について
住民基本台帳カードにより外国人住民の本人確認を行う際の留意
事項等について（周知依頼）
日行連自動車登録 OSS センター構想による看板設置の申し込みに
ついて
平成 25 年度 6 月分会費納入について（お願い）
平成 25 年度単位会総会等において新たに選任された単位会長につ
いて（結果報告）
平成 25 日行連定時総会における送迎バスの運行について
平成 25 年度中央研修所が実施を予定する研修について（お知らせ）
平成 25 年度 日本行政書士会連合会 新役員名簿の送付について
平成 25 年度定時総会の議事結果について
不当商品対策協議会会報の送付について
平成 25 年度定時総会質問書及び各種名簿等の送付について（定
時総会質問書、代議員・役員等名簿、受賞者名簿、懇親会招待
者名簿）
成年被後見人の方々の選挙権について
「入国・在留手続の実務」テキストデータの掲載及び「申請取
次業務関係設問集」正誤表の更新について

246

H25.6.5

260

H25.6.5

273

H25.6.6

276

H25.6.7

262

H25.6.11

283

H25.6.11

286
296
317
328
330

H25.6.11
H25.6.13
H25.6.26
H25.6.28
H25.6.28

331

H25.6.28

340

H25.6.28
H25.6.28
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備考

平成２５年度屋外広告物講習会の開催について
～宇都宮市都市整備部都市計画課より～
宇都宮市より、標記講習会の案内がありました。この講習会は、宇都宮市屋外広告物条例第１８条
の規程により、屋外広告物に関する必要な知識を習得していただくために開催するものです。
開催日：平成２５年８月３０日（金） ※申込期限：７月２２日（月）※定員：先着１００名
その他詳細及び申込書につきましては当会ＨＰ会員専用「トピックス」をご覧下さい。

成年被後見人の方々の選挙権について
～日行連より～
日行連より標記の件について周知依頼がありました。
平成２５年５月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成
立し、６月３０日に施行されることとなりました。
これにより、平成２５年７月１日以降に公示・告示される選挙について、成年被後見人の方も選挙
権・被選挙権を有することとなります。
つきましては、各会員、特に後見人等となっておられる会員は、遺漏のない対応をされるようお願
いいたします。

「入国・在留手続の実務」テキストデータの掲載及び「申請取次
業務関係設問集」正誤表の更新について
～日行連より～
日行連より標記の件について周知依頼がありました。
１）「入国・在留手続の実務」テキストデータ（ＰＤＦ）の掲載について
連ｃｏｎ内「最新記事」「受講に関するお知らせ」として、６月１９日付け「テキスト『入国・
在留手続の実務』について」の記事とともに、テキストデータ（ＰＤＦ）を掲載しております。
２）「申請取次業務関係設問集」正誤表の更新について
同じく連ｃｏｎ内「受講に関するお知らせ」として、３月１３日付け「『申請取次業務関係設問
集』について」の記事に、正誤表を掲載しておりましたが、６月２５日付けにて正誤表のみ更新を
しております。
詳細に関しては、日行連（会員向け）ホームページ「連ｃｏｎ」内の記事を御覧ください。
※「連ｃｏｎ」https://www.gyosei.or.jp/members/
※要ログイン

建設業法施行規則の改正（平成 25 年 4 月 1 日施行）による
財務諸表の様式変更について
～栃木県ホームページより～
建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）の一部が改正され、株式会社の財務諸表の作成
方法が変更されました。
本改正は、
平成２４年４月１日以後に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき株主資本等
変動計算書及び注記表について適用されます（平成２４年３月３１日以前に開始した事業年度に係る
ものについては、従前の様式が使用できます）。
詳細及び新様式のダウンロードにつきましては、栃木県ホームページをご覧ください。
ホーム > 産業・しごと > 建設業 > 建設業許可
> 建設業法施行規則の改正について（平成２５年４月１日施行）
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交差点

自動車車庫証明申請センター
運営協議会 定期総会開催

６月２９日
（土）
チサンホテル宇都宮において、
自動車車庫証明申請センター運営協議会の定期総
会が開催されました。小林幸雄副会長の司会のも

我が家には、木洩れ日ならぬ、窓際で日向ぼっ
こを楽しむ一匹の猫がいる。何とも緊張感のない
その姿は、私を和ませてくれる。今回は、そんな
我が家の癒しである猫の日常を少し綴ろうと思う。
一部、ペットに対する表現としては不適切な表現
や擬人化した表現が含まれることをご容赦願いた
い。
名前はチャミ。今年で１２歳になる女の子であ
る。歳をとったせいか、家族から撫でてもらうこ
とを楽しみとしている。家族の者が、お風呂に入
っていれば、
脱衣所の扉の前でじっと待っており、
撫でてもらうまで付き纏うのである。続けてお風
呂に入る者がいれば、機会を失うものかと次から
次へと繰り返している。しかも、脱衣所からの音
でタイミングを見計らって寄っていくにも関わら
ず、ずっと待っていたフリをしているのである。
その他にも隙を見せれば、すぐに近寄ってきて、
スリスリと撫でてもらうことをねだる。
この娘は、
我が家のお姫様で、家族皆から可愛がられ、ひと
声「ニャー」と鳴けば、気にしてもらえるという
ことを理解した上で行動しているのであろう。
しかし、家族の中で私にだけ、暴力的な態度に
出ることがある。ねだられて撫でていると、突然
前足で私の腕にしがみつき、後ろ足でけり、噛み
つく…他の家族には見せない顔である。時には、
餌が空になっている容器の前で、鳴きもせずにた

と、
青柳那珂川センター長の開会の言葉で始まり、
宮嶋幸雄会長の挨拶の後、行政書士佐野自動車登
録代行センターの石井治夫センター長からご祝辞
をいただきました。
議事は前年度事業報告・決算、今年度事業計画・
予算、役員選任等が滞りなく承認可決され、大野
西那須野センター長が閉会を宣し総会は終了しま
した。
新役員は次のとおりです。
会 長 宮嶋幸雄
副会長 松本 明 小林幸雄 田代昌宏
監 事 野澤 勇 織田哲徳
この後、懇親会が開催され、和やかな時間を過
ごしました。
（運協副会長 田代昌宏）

だじっと座っている等、周りから同情を引くよう
な態度をとることもある。脱衣所の前でずっと待
っていたフリといい、猫かぶりとはこのようなこ
とを言うのであろう。
他から見れば、呑気に毎日を過ごしている羨ま
しい環境に思えるが、家の中だけで飼っているた
め、本人（猫）にとっては、窮屈な生活なのかも
しれない。人見知りは激しく、家族以外には懐か
ないどころか、姿も見せない。また、年に１回の
予防注射の際も、バッグに入れた瞬間から震えな
がら鳴き続け、毎年獣医さんに笑われている。家
に辿り着いた頃には、肉球に汗が…バックから飛
び出し駆けていった廊下には、肉球の跡がくっき
り残っている。
何気ないことではあるが、この娘は、毎日、家
族に話題と癒しを提供してくれている。時には凶
暴になることもあり、手のかかる娘ではあるが、
私にとっては、暖かくて眩しい木もれびのような
存在である。今後も、我が家に温かい話題を振り
まいてくれることを期待しながら、今日もいつも
のように我が家の姫と遊んで（もらって）いる。
今回ご紹介したのは、日常のほんの一部だが、
今後もし機会があれば、他のエピソードも新たな
話題と共にご紹介できればと思う。
（那須支部 冨田倫子）

－13－

栃木会の
申請取次行政書士
の動向

新規申出（６月）
更新申出（６月）
退会による（４月末）減少
申請取次行政書士（６月末現在）

～事務局からお知らせ～

１名
３名
１名
９３名

事務局より

夏期休暇のお知らせ

県土整備部より平成２５年度版の

・建設業許可申請の手引
・経営規模等評価申請及び総合評定値請求の手引
が届きました（無料）
。
ご希望の方は、事務局窓口にあります。数に限りがありま
すので、ご了承ください。
郵送ご希望の方は、栃木県行政書士会の会員ホームページ
の会員トピックスに掲載されている申込書をご利用下さい。
なお、この手引は栃木県のホームページからダウンロード
できます。

那須支部研修会のお知らせ
「農地法の実務と問題点」について
講 師：田渕 徹（那須支部）
日 時：７月２６日（金）13:30～
場 所：厚崎公民館大研修室

愛好会ゴルフコンペ開催のご案内

下記の期間、事務局は夏
季休暇のため閉局となり
ます。
ご不便をおかけいたし
ますが、ご理解とご協力の
程よろしくお願いいたし
ます。
8/1４(水)～8/16(金)

他支部の方も参加できます！
他支部からの参加希望の場合
７月２３日（火）までに那須支部事務局
内田会員（行政書士リード・ブレイン事務所）
電 話 ０２８７－７４－６４２２
ＦＡＸ ０２８７－７４－６４２３
まで参加申し込みの連絡をお願い致します。

発起人 青木勇夫

毎年９月に開催しているゴルフコンペ。今年は有志の方が優勝カップを提供してくださいまし
たので、名誉と優勝カップを目指してゴルフ好きの会員または補助者の方の参加をお待ちします。
自然の中での交流には新たな発見がいっぱいあるものです。一昨年や昨年参加された方も、そ
うでない方も、お誘い合わせの上お気軽にお申し込み下さい。
１．開催日時 平成 25 年 9 月 19 日（木）7 時 50 分（現地集合）
２．開催場所 広陵カントリークラブ（栃木県鹿沼市西鹿沼町入山 1140-2）
３．参加費用 7,800 円（プレー代、昼食代、パーティー代、賞品代込み）
４．競技方法 1 ラウンド・新ぺリア方式（トリプルボギーカット、上限ハンデ 36）
５．申込方法 事務局・大塚宛に電話でお申し込み下さい（9 月 5 日締め切り）
。
（事務局電話番号：028－635－1411）
（組合せ等は参加者に後日連絡致します）

－14－

【平成２５年度】 “研修会” 年間予定表
申込書は、開催月近くの行政書士とちぎに掲載します。
下記以外の研修会も企画中です。決まり次第掲載いたします。
（注）ここに掲載の内容は、変更になることがあります。
◆業務第１グループ（運輸交通・警察関係業務）主催研修会
8 月 24 日(土)
8 月 27 日(火)
※両日同内容です。
希望の日いずれかに
ご参加ください。
9月
11 月
2月

日行連自動車登録ＯＳＳセンター構想に係るＤＶＤ研修
１時限目 行政書士と自動車業界
２時限目 行政書士の出張封印
３時限目 日行連 OSS システムの概要
４時限目 日行連 OSS センターの役割
※遅刻・途中退席不可
※詳細の案内、申込書は１９ページをご覧下さい。

受講料 \500

自動車登録業務研修会

未定

一般貨物自動車運送事業研修会

未定

風営法研修会

未定

◆業務第２グループ（建設・農林・環境関係業務）主催研修会
9 月 13 日(金)
13：30～15：30

[基礎研修]建設業入門編 財務諸表の見方等
講 師：河田 力(行政書士)

受講料 \500

10 月 3 日(木)
9：30～17：00

[特別研修]産業廃棄物収集運搬業特別研修会
講 師：青木裕一、金敷 裕 (行政書士)
※遅刻・途中退席不可

受講料\2,000
(\500×4 ｺﾏ)

12 月

[実務研修]測量に関する研修会
講 師：福田勝守(行政書士)

受講料 \500

[実務研修]ＣＡＤ研修会
講 師：稲葉昌俊(行政書士)

受講料 \500

2 月 7 日(金)
13：30～15：30

◆業務第３グループ（中小企業支援関係業務）主催研修会
9月

[実務研修]知的資産経営報告書に関する研修会

受講料 \500

10 月

[実務研修]事業承継実務に関する研修会

未定

11 月 19 日(火)
13：30～15：30

[基礎研修]法人設立／中小企業経営改善セミナー

未定

12 月

[業務研修]薬事法に関する研修会

未定

1 月 21 日(火)
13：30～15：30

[基礎研修]記帳会計・会計ソフト

受講料 \500

2 月 26 日(水)
9：30～17：30

[基礎研修]著作権研修
※効果測定あり

受講料 \500
ﾃｷｽﾄ代 別途

3 月 18 日(火)
13：30～15：30

[業務研修]中小企業支援に関する研修会

受講料 \500

－15－

◆業務第４グループ（国際関係業務）主催研修会
8 月 21 日(水)
10：00～14：00

国際私法研修会(ＤＶＤ)
第１時限「国際私法〈総論〉」
第２時限「国際私法〈各論〉」

受講料 \500

毎月第３水曜日
国際業務相談事例研修会
受講料
13：30～15：30
実際の相談事例を元に学ぶ研修会で、初心者の方も参加可
※注 第２から第３水曜
能です。申し込みは不要ですので、直接ご参加下さい。
に変更になりました。

無料

◆業務第５グループ（権利義務・事実証明関係業務）主催研修会
平成 25 年 8 月 28 日
成年後見研修会（ＤＶＤ研修 １０回シリーズ）
受講料
～平成 26 年 1 月 22 日 ・１０回の受講で基礎から実務、事例まで学べます。
\13,000
・研修で使用するＤＶＤは(一社)コスモス成年後見サポート
センターで製作した全国統一の内容です。
・１０回全回受講し、研修後実施する効果測定に合格すると、
個人で(一社)コスモス成年後見サポートセンターに入会
できます｡
※詳細の案内、申込書は１７ページをご覧下さい。
1 月 16 日(木)
13：30～14：30
14：30～15：30
15：30～16：30

法定業務研修(ＤＶＤ)「遺言・相続・遺産分割」①
１時限目 遺言相談への対応
２時限目 遺言書の作成等
３時限目 遺贈・遺留分とは・遺言の撤回

1 月 30 日(木)
13：30～14：30
14：30～15：30
15：30～16：30

法定業務研修(ＤＶＤ)「遺言・相続・遺産分割」②
１時限目 相続の開始等
２時限目 相続の放棄と限定承認等
３時限目 相続分

2 月 6 日(木)
13：30～14：30
14：30～15：30
15：30～16：30

法定業務研修(ＤＶＤ)「遺言・相続・遺産分割」③
１時限目 相続財産の範囲の確定
２時限目 遺産分割
３時限目 遺産分割減殺請求

2 月 20 日(木)
13：30～14：30
14：30～15：30
15：30～16：30

法定業務研修(ＤＶＤ)「遺言・相続・遺産分割」④
１時限目 遺言の執行と遺言執行者
２時限目 相続に関するその他の知識
３時限目 効果測定

8 月 22 日(木)
9 月 19 日(木)
10 月 17 日(木)
11 月 21 日(木)
12 月 19 日(木)
13：00～16：00

相談業務の受け方研修会（５回）
講 師：土方美代 (行政書士)
※１回１回が独立した講義内容になっています。
※詳細の案内、第１回目の申込書は１８ページを
ご覧下さい。

－16－

受講料\2,000
(\500×4 ｺﾏ)
ﾃｷｽﾄ代 別途

受講料 \500
(１回につき)

～業務部第５グループより～

「成年後見研修会」開催のお知らせ
８月から来年１月まで全 10 回の予定で、成年後見研修会を開催致します。
・全 10 回の受講で基礎から実務、事例まで学べます。
・研修で使用するＤＶＤは(一社)コスモス成年後見サポートセンターで製作した全国統一の内容です。
・10 回の研修後、効果測定に合格すると、個人で(一社)コスモス成年後見サポートセンターに入会もできます｡

○日程、内容、時間
研修日

実施回

科目（内容）

（平成 25 年～26 年）

第１回
第２回
第３回
第４回

８月２８日（水）
９月 ３日（火）
９月２５日（水）
１０月 １日（火）

第５回

１０月２３日（水）

第６回

１１月 ６日（水）

第７回

１１月２７日（水）

第８回
第９回
第 10 回
効果測定

１２月 ５日（木）
１２月２５日（水）
１月２２日（水）

行政書士と成年後見活動（倫理）
成年後見制度概論
法定後見制度の基礎と実務
任意後見制度の基礎と実務
財産管理の実務
身上監護の実務
認知症に関する基本理解
知的障がい及び精神障がいに関する
基本理解
高齢者福祉の基礎
障害者福祉の基礎
成年後見制度に関わる諸制度
法定後見事例研究
任意後見事例研究
効果測定（テスト）

講義

開始時刻

時間

終了時刻

３
３
３
３
1.5
1.5
1.5

13:30～16:40
13:30～16:40
13:30～16:40
13:30～16:40
13:30～15:00
15:10～16:40
13:30～15:00

1.5

15:10～16:40

1.5
1.5
３
３
２
1

13:30～15:00
15:10～16:40
13:30～16:40
13:30～16:40
13:30～15:35
15:45～16:45

※第１回目（8/28）のみ、開講式と研修会の説明を 13:00～13:30 に実施するため、13:00 に集合願います。

○会 場＝栃木県行政書士会館 ２階会議室
○講 師＝神奈川県行政書士会 粂 智仁 講師（ＤＶＤでの講義）
○受講料＝１３，０００円（30 時間の研修＋テキスト代（全 334 頁）＋効果測定料）
。
第１回の研修日（８月２８日）に徴収致します。テキストもその日に配布します。
※平成 21 年度以前に栃木会で実施した成年後見研修会（初級・中級）を修了されている方も
コスモス成年後見サポートセンターに入会するには、この研修を修了する必要があります。

○申込み＝下記の申込書に必要事項を記入の上、事務局宛にＦＡＸでお申し込み下さい。
申込みは８月２１日（水）まで。テキスト発注の都合で締切日以降は受付不可。
また、途中回からの申し込みは受け付けていません。
（申し込み締切日＝8/21・FAX 送信先＝028-635-1410）

「成年後見研修会」
（H25.8～）参加申込書
平成

支部名：

会員名：

－17－

年

月

日

ＤＶＤ研修会～国際私法

業務部 第４グループ主催

○開催日時
平成２５年８月２１日（水）１時限目 「国際私法総論」１０：００～１１：４０
２時限目 「国際私法各論」１２：３０～１４：００
○開催場所
栃木県行政書士会館２階
○研修内容
国際私法 平成２４年度１２月期の日行連全国研修です。
○講
師
早稲田大学大学院法務研究科 教授 道垣内正人氏（ＤＶＤでの講義）
○受 講 料
５００円
＊特記事項 毎月第３水曜の相談事例研究定例会は、上記研修終了後 １４：１０から行います。

「相談業務の受け方」研修会（第１回）

業務部 第５グループ主催

○開催日時
平成２５年８月２２日（木）１３：００～１６：００
○開催場所
栃木県行政書士会館 ２階会議室
○研修内容
行政書士業務の中でも「権利義務に関する書類」と「事実証明に関する書類」を作成するため
には、依頼人の真意を汲み取るスキルが必要とされます。遺言・相続・離婚・各種契約書等、
正確なヒアリングを行うためのトレーニングです。
○講
師
行政書士 土方美代
○受講料
５００円
○対象者
会 員（補助者の方は受講出来ません）
○注意事項
過去の研修「メディエーション」や「アサーティブコミュニケーション」を受講された方に
とっては、研修内容が重複するワークがありますのでご了承ください。
○その他
今年度全５回の開催を予定しておりますが、各回独立した内容ですので１研修だけでも受講可
能です（全５回受講希望の方も毎回申込みをお願い致します）
。

－18－

日行連自動車登録ＯＳＳセンター構想に係るＤＶＤ研修会
業務部 第１グループ主催
○開催日時
平成２５年８月２４日（土）１３：３０～１６：４０
平成２５年８月２７日（火）１３：３０～１６：４０
※両日ともに同じ内容です。
○開催場所
栃木県行政書士会館２階
○研修内容
「日行連自動車登録ＯＳＳセンター支所」看板設置希望会員を推薦するにあたり、必須条件
となるＤＶＤ研修です。
看板設置を希望しない場合でも受講可能です。
日行連自動車登録ＯＳＳセンター構想や看板設置希望会員の推薦条件に関しては、日本行政
７月号１３頁１４頁をご確認下さい。

時間割

テーマ
研修内容
行政書士と自動車業界

１時限目

１３：３０
～
１５：００

２時限目

１５：１０
～
１５：４０

３時限目

１５：４０
～
１６：２５

４時限目

１６：２５
～
１６：４０

１.行政書士法の歴史と仕組み
２.自動車業界の仕組みと業務
３.日本行政書士会連合会その戦略と戦力
行政書士の出張封印
１.自動車の封印制度
２.甲種からの再委託
３.封印を巡る諸問題
日行連ＯＳＳシステムの概要
１. ＯＳＳの環境設定
２.日行連ＯＳＳシステム
３.申請（操作）方法
日行連ＯＳＳセンターの役割
１. ＯＳＳ工程表について
２. ＯＳＳセンターの意義
３. ＯＳＳセンターの全国展開について

○テキスト代
５００円
※遅刻・途中退席不可

－19－

募 集

研修会申込書

申込欄に○を付けＦＡＸ願います。
（ＦＡＸ：０２８－６３５－１４１０）
研修名

受講料

申込
〆切

申込

ﾃｷｽﾄ
申込

昼食
\500
程度

８／２１

ＤＶＤ研修会～国際私法

500 円

8/13

－

８／２２

「相談業務の受け方」 第１回

500 円

8/17

－

－

８／２４
８／２７

日行連自動車登録
OSS センター構想に係る DVD 研修会

500 円

8/17

500 円

－

8/24
8/27

支部名
氏 名
ＦＡＸ

財務経理部からのお知らせ
７月は会費の納入月です。口座引落しの方は残高不足にご注意下さい。
なお、会費については７月末日までに７月～９月分までの会費を納めるこ
ととなっております。
（当会会則第２０条第３項）
皆様の御協力をお願い致します。
引落し日
Ｔ－ＮＥＴ申込の方、ゆうちょ銀行引落の方
上記以外の方

７月２９日（月）
７月２５日（木）

栃木県行政書士会会則
第２０条第３項 会費は、３か月を１期とし、４期に分納するものと
し、当初月末までに納入しなければならない。
納入期日
第１期分（４月～６月）
→
４月末日
第２期分（７月～９月）
→
７月末日
第３期分（１０月～１２月）→ １０月末日
第４期分（１月～３月）
→
１月末日
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栃木県行政書士会員の動き
【入 会】

（平成 25 年 6 月 30 日現在）
入会年月日
登録年月日

郵便番号

H25.6.1

3200065

宇都宮市駒生町 3358-3
セジュール UESAWA C105

028-680-7926

H25.6.1

3200851

宇都宮市鶴田町 1511-3

028-648-2969

H25.6.1

3290414

下野市小金井 5-7-21

0285-44-5030

H25.6.1

3240023

大田原市花園 351-2

0287-28-1759

H25.6.15

3230820

小山市西城南 2-4-7

090-3141-4079

H25.6.15

3210152

宇都宮市西川田 3-19-15

028-659-8090

H25.6.15

3200851

宇都宮市鶴田町 2770

090-6112-4007

支部・氏名

宇都宮
羽石 真弓
宇都宮
伊澤 恵子
小 山
松本 守
那 須
小林 正博
小 山
髙橋真知子
宇都宮
関根 章
宇都宮
渡邉 一史
【退 会】
支 部

事

務

電

退会年月日

備 考

柿沼 啓

H25.6.30

廃 業

【変 更】
支 部
宇都宮

氏 名
齋藤 貴史

宇都宮

沼田龍之助

変更事項
事務所名称
事務所
電話番号
事務所名称

変 更 内 容
行政書士久我法務事務所
宇都宮市陽南 4-6-49 小林ﾋﾞﾙ 2F
028-612-2643
ヨネツボ宇都宮 沼田行政書士法務事務所

広

表紙と「わがまち自慢」の写真と文章は栃木県

報

内の市町の広報担当から 提供頂いています。皆

部

さん快く協力下さいました。栃木市に合併になる
西方町からスタートし２７市町が１０月で終了

よ

します。次の企画を考える 時期になりました。

り

会員の皆さん提案がありましたら、広報部までお
願いします。
（広報担当副会長 手塚理恵）

氏 名

話

氏 名

小 山

支 部

所

退会年月日

備 考

備 考

行政書士とちぎ７月号 №439
発行人
〒3200046

栃木県行政書士会 会長 須永 威
宇都宮市西一の沢町１番 22 号
電 話 028-635-1411（代）
ＦＡＸ 028-635-1410
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ gyosei-totigi@mail.gt9.or.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.gt9.or.jp/gyosei
編 集
広報部
定 価
250 円
印刷所
有限会社 高久印刷
（栃木県行政書士会員の購読料は会費の中に含まれます）
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