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　６月２５日（金）１３時３０分よりコンセーレ

にて、定期総会で承認された新執行部による初め

ての理事会が開催された。

　安野会長の挨拶後、理事会に先立ち、下記の事

項が報告された。

（１）日行連定時総会について

（２）日本行政書士会連合会理事について

（３）部の編制について

（４）行政書士試験場責任者について

　安野会長が議長に就任し、議案審議に入り上程

された議案はすべて承認された。

　第１号議案　相談役の委嘱について

　　住吉和夫会員　須永威会員　横山眞会員各位

　　に委嘱された。

　第２号議案　令和３年度事業実行計画の具体的

　　　　　　　推進について

　部、委員会に分かれ、顔合わせの後、事業計画

に沿って、部会、委員会研修会等の予定が立てら

れた。

　並行して、支部長会が開催された。

　議案終了後、新しい理事に向けＪ－ＭＯＴＴＯ

の使い方についての説明があった。

　　　　　　　　　　　　（広報部　手塚理恵）

令和３年度　第２回　理事会開催
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〇名誉会長
福田 富一(宇)

〇相談役
須永 威(佐)

住吉 和夫(宇)

横山 眞(宇)

〇会 長
安野 光宣(宇)

〇副会長
関 比佐江(小)

毛塚 勝行(栃)

手塚 理恵(宇)

長竹 基行(佐)

豊田 近弘(那)

〇監 事
矢口 正則(塩)

飯田 稔(佐)

神山奈緒美(鹿)

〇各 部
総務部

副会長

部 長

副部長

担当理事

関 比佐江(小)

中三川浩志(宇)

田村 尚枝(宇)

室賀 芳明(那)

財務経理部
副会長

部 長

副部長

担当理事

関 比佐江(小)

吉沢 文雄(足)

大塚 弘大(那)

福田 勝守(日)

広報部
副会長

部 長

副部長

担当理事

豊田 近弘(那)

小平 磨弓(宇)

小太刀庸恭(鹿)

野村 泰紀(小)

制度推進部
副会長兼部長

副部長

担当理事

担当理事

豊田 近弘(那)

山ノ井一男(栃)

浅野 吉知(鹿)

大瀧 清一(芳)

土地利用開発部
副会長

部 長

副部長

毛塚 勝行(栃)

佐藤 栄一(塩)

小林 謙二(足)

運輸交通風営部
副会長

部 長

副部長

担当理事

長竹 基行(佐)

相山 有美(足)

栁 知明(芳)

田代 勝康(宇)

国際部
副会長

部 長

副部長

担当理事

手塚 理恵(宇)

深見 史(宇)

井上 尉央(宇)

伊澤 恵子(宇)

中小企業支援部
副会長

部 長

副部長

担当理事

長竹 基行(佐)

河田 力(佐)

金田 修治(宇)

西川 育美(宇)

建設環境部
副会長

部 長

副部長

担当理事

手塚 理恵(宇)

江藤 正巳(佐)

片栁 秀明(小)

福田 雅友(栃)

市民法務部
副会長

部 長

副部長

担当理事

毛塚 勝行(栃)

大橋 勝典(小)

髙山 伸人(宇)

村上 和雄(塩)

〇綱紀委員会
委員長

副委員長

委 員

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

青木 勇夫(栃)

田渕 徹(那)

田代 昌宏(宇)

大鹿 幸雄(宇)

齋藤 和久(足)

尾花 直(佐)

野澤 勇(小)

矢野健太郎(芳)

古口 讓一(塩)

小栁 洋(日)

石嶋 利彦(鹿)

令和３年度・令和４年度 栃木県行政書士会 役員一覧 （敬称略）

＊氏名横の( )内は所属支部を表します。

(宇)宇都宮 (足)足利 (佐)佐野 (栃)栃木 (小)小山

(芳)芳賀 (塩)塩那 (那)那須 (日)日光 (鹿)鹿沼
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　６月１０日（木）１７時３０分より、第２回支

部役員会がオンラインで開催されました。

令和３年度の事業活動である研修会並びに無料相

談会について具体的なテーマ、活動方法について

協議されました。

　本年度は、なかなか見えない新型コロナウィル

スの収束を考慮しながらの活動となります。会場

確保の難しさもあり、オンラインを活用した事業

を進める年になりそうです。

　変化を感じながら、活発に活動をしていくこと

が協議されました。

　　　　　　　　　　　　（支局長　室賀芳明）

　６月１８日（金）１８時から「さくら市喜連川

公民館」において、令和３年度第１回役員会を岡

村支部長はじめ１２名の出席者で開催されました。

　冒頭支部長から報告事項として会員の表彰、新

規会員の紹介や支部総会において選出した綱紀委

員についての追加説明があり、了承を得ました。

協議事項は、１支部研修会２支部研修旅行３無料

相談会について決定しました。

　支部研修会については、８月２１日（土）１３

時３０分から１５時までとする。研修内容は、過

去に基準となる報酬額が示されていた経緯もあり、

受任契約などについて会員同士のフリートークと

する。会場は、参加人員にもよるが「喜連川公民

館」において対面方式で開催する。

　支部研修旅行については、不透明な情況で今回

は中止とする。

　無料相談会については、未確定要素があるもの

の例年行われる「さくら市でのゆめ！さくら博」

及び「矢板福祉まつり」での開催や未開催地域に

おいても可能性を検討する。その他として次回役

員会をさくら市の「さくらテラス」において９月

２９日に開催することなどを確認し効率的な会議

運営で無事終了しました。

　　　　　　　　　　　　（支局長　石下辰博）

　６月２４日（木）午前１０時より、栃木県行政

書士会２階会議室において、令和３年度第２回宇

都宮支部理事会が開催されました。

　新たに選任された役員による新体制では初めて

の理事会であり、令和３年度事業活動について審

議が行われました。昨年度は、前代未聞のコロナ

禍での先行きの見通しが立たず、非常に慎重な支

部の活動が求められたかと思います。今年度はそ

のような環境下で何が出来るかを踏まえ、役員の

連絡方法の迅速化、広報活動、研修会や相談会の

ありかたについて、今後を見据えた深い議論とな

りました。

　　　　　　　　　　　　（支局長　小池　学）

【那　須】

那須那須那須那須那須那須支部支部支部支部支部支部支部支部支部支支 第第第第２第２第２第２第２回役回役回役回役回役回役回役回回役員会員会員会員会員会員会員那須支部第２回役員会

【塩　那】

塩那塩那塩那那塩那塩那塩那支部支部支部部支部支部部支部支部支部支部支 第第第１第１第１１第１第第 回役回役回役回役回役役回回役員会員会員会員会員会員会員会員員塩那支部第１回役員会

【宇都宮】

宇都宇都宇都宇都宇都宇都宮支宮支宮支支宮支宮支支宮支宮支宮支部部部部第部第部第部部第部部第第部第２回２回２回２回回２回２回理事理事理事理事理事理事理理事事会会会会会会宇都宮支部第２回理事会
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日 予 定 時 間 主 催

2 月 中小企業支援部会 13:30～ 中小企業支援部

3 火 制度推進部会 制度推進部

行政書士による相談（於：葛生地区公民館）（問い合わせ：佐
野市市民生活課0283-20-3014）

13:00～16:00 佐野支部

10 火 登録説明会 10:00～ 総務部

広報部会 13:00～ 広報部

11 水 ＴＩＡ相談会 10:00～ 国際部

小山市外国人相談会 10:00～ 小山支部

申請取次新規受付 13:30～ 申取管理委員会

16 月 ＵＣＩＡ相談会 15:00～ 国際部

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） 10:00～15:00 宇都宮支部

18 水 ＫＩＦＡ相談会 10:00～ 国際部

国際業務研修会 13:30～ 国際部

外国人在留資格無料相談会（於：足利市生涯学習センター会
議室）

13:00～16:00 足利支部

19 木 企業向け相談会 10:00～ 国際部

封印報告書確認 13:30～ 封印管理委員会

20 金 行政書士無料相談（於:栃木市役所本庁舎２階市民相談室） 14:00～16:00 栃木支部

22 日 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)

13:00～16:00 宇都宮支部

栃木県行政書士会カレンダー（８月）

10:00～

行政書士専門相談（於：小山市役所新庁舎２階相談室）
（予約問い合わせ：小山市生活安心課0285-22-9282）

10:00～12:00 小山支部

行政書士専門相談（於：小山市役所新庁舎２階相談室）
（予約問い合わせ：小山市生活安心課0285-22-9282）

10:00～12:00 小山支部

行政書士専門相談（於：下野市保健福祉センター「ゆうゆう館」
会議室）（予約問い合わせ：080-8720-9587）

10:00～12:00 小山支部

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）（予約問い合わせ：野木町社会福祉協議会 0280-57-3100）

10:00～12:00 小山支部

26 木 登録説明会 10:00～ 総務部

25 水 土地利用入門研修会 13:30～ 土地利用開発部

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（要実費）。

日行連№ 受信日付 文書の表題

293 R3.6.23 「条解行政書士法」の改訂版の送付について

314 R3.6.23 申請取次実務研修会（８月ＶＯＤ方式）の開催について

321 R3.6.23 令和３年度日本行政書士会連合会新役員名簿の送付について

322 R3.6.23 令和３年度定時総会の議事結果について

323 R3.6.23
第７１回”社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域

のチカラ～に対する協力について（依頼）

事務連絡 R3.6.23 月次支援金登録確認機関に関する変更事項について

348 R3.6.30 令和３年度定時総会質問書及び各種名簿等の送付について

361 R3.6.30
種苗法施行規則の一部を改正する省令及び告示534号の一部を改正する告示の施

行について（周知）

R3.6.30 ４月１２日実施建設業セミナー２０２１「実施記録」（講演全文付）送付について

日行連だより
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栃木県産業労働観光部経営支援課より、栃木県による一時金補助金の案内が届いております。

【栃木県地域企業応援一時金】

詳細はポータルサイトをご確認ください。https://www.tochigi-ouen-ichijikin.jp/

栃木県による一時金、補助金について
～栃木県産業労働観光部より～
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【地域企業感染症対策施設等支援補助金】

詳細はポータルサイトをご確認ください。https://www.tochigi-kansentaisaku.com
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【第３回地域企業感染症対策支援補助金】

詳細はポータルサイトをご確認ください。https://www.tochigi-kansentaisaku.com
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標記の件について、栃木県環境森林部資源循環推進課より周知依頼がありました。

令和２年４月３日付事務連絡「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理に関連する講習会の中

止・延期に伴う更新許可申請の取扱いについて」の取扱いの一部が変更になりました。

[変更内容]

[変更の経緯]

・事務連絡では、持参による申請書の提出を前提として、書面の交付と対面による教示を想定して

いたが、令和２年６月１９日から適用した産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）収集運搬業許可に係

る審査基準の一部改正で、申請書の提出方法に郵送が追加され、内容がそぐわなくなった。

・ 持参による申請の場合でも、対面による教示から書面の提出に切り替えることで、受付に要する

時間の短縮効果が見込まれることから、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、併せて変更す

ることとした。

詳細については、当会ＨＰ会員専用「業務情報」に掲載されている下記の資料をご確認ください。

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理に関連する講習会等の中止・延期に伴う更新許可申請

の取扱いについて.pdf

[参考例]確約書(収集運搬業更新).doc

[参考例]確約書(処分業更新).doc

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理に関連する講習会の中止・延期に
伴う更新許可申請の取扱いの一部変更について ～栃木県環境森林部より～
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おじゃましま～す！おじゃましま～す！会員事務所訪問コーナ会員事務所訪問コーナー

氏　　　名　一戸　養子

事務所名称　一戸行政書士事務所

所　在　地　那須塩原市佐野２１２番地４

入　会　日　平成１９年４月１５日

Ｑ　長く、理事・副支部長等経験されました。改

　めて支部長に就任し、その感想・意気込みなど

　お願いします。

Ａ　１５年経つのかという感想です。開業当初は

　那須塩原駅前のビルの３Ｆからスタートしまし

　た。震災が契機となり、現在の事務所を建てま

　した。

　　コロナ禍での支部長就任となりましたので、　

会員の健康を強く願っています。そして、行政

　書士がより地域の役に立てるよう活動していく

　ことが大切だと考えています。

Ｑ　那須支部について、特徴、他の支部との違い

　など感じるところがありますか？

Ａ　全体的な意見を取り上げようとする姿勢があ

　ると思います。歴代の支部長がこのような風土

　をつくってきたのではないでしょうか。新人も

　なじみやすい雰囲気が那須支部の特徴です。

Ｑ　一戸事務所が気になります。こだわりのポイ

　ント、事務所を持って気が付いたことなどお聞

　かせください。

Ａ　平屋になったので、フットワークが軽くなり

　ました。お客様の出入りも増えたように感じま

　す。目立つように黄色の建物にしました。

Ｑ　休日の日などの過ごし方は？趣味などはいか

　がですか？ 近気になることは何でしょうか。

Ａ　休日も事務所にいることが多いですが、東京

　国立博物館によく行きます。１人で京都や奈良

　に行って寺院の見学をしたり、アメリカにも行

　ったりしました。

Ｑ　県理事、講師なども数多くなされ、いろいろ

　な経験を得てきたと思います。おもしろいエピ

　ソードや、気になったこと、感じたことなどお

　話しください。

Ａ　記帳や倫理研修の講師を担当しました。講師

　をやるときは、なるべく作業をやるような内容

　にしています。役員は、総務部や財務経理部な

　どを経験しました。忙しい中だったので、大変

　だった記憶があります。

Ｑ　新しく行政書士になられた会員に向け、自身

　のモットーとしている事、仕事に対する取組み

　などについてお願いします。

Ａ　自分の思うとおりにやってみたらよいと思い

　ます。続けていくためには事業計画などを立て

　ていくことも大切です。一つ一つの仕事を丁寧

　にこなしてお客様との信頼関係を築いていかな

　ければなりません。そして士業同士の連携も大

　事です。

後記

　コロナ対策ということで、リモート取材をさせ

ていただきました。現在、一戸養子会員は那須支

部長としてご活躍をされています。１５年のキャ

リアをお持ちですが、これからも益々のご健闘を

お祈りしています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

　　　　　　　　　　　（支局長　塚本さゆり）
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●２月２２日（月）

　朝も早よからヘリコプター（以下、ヘリ）が飛ん

でいる――。ひんぱんに――。理由は不明。お昼頃

になって、数年前に足利市と桐生市との県境であっ

た山林火災を思い出す。民家へ延焼する危険性はな

かったものの、ヘリが数週間（？）消火活動してい

た。が、ネットで検索したもののヒットせず。結局、

夕方か夜のニュースで空気の異常乾燥関連で「栃木

の山火事」に言及。「やはり」と膝を打つ。

●２月２３日（火）

　訪問先（天皇誕生日を寿ぎつつお仕事）の桐生で

「火とか煙とか見えませんか？」との質問。再び

「やはり」と膝を打つ。でも、帰り道でも山々にま

だ煙は認識できなかったし、夕方のニュースでも言

及なし。しかし、午後９時４０分から「おくやみ

（この番組で自分の名前を確認するのが夢の私）／

とちぎテレビ」直前のニュース番組の 後に織姫神

社付近を映している定点カメラで山林火災をズーム

アップ。角度や距離の関係だと思いますが、ライト

アップされた織姫神社のすぐ上部で燃えさかる炎。

とちぎテレビって足利の事なんか眼中にないと思っ

ていたのに……。夜の炎って悪魔的。ナチスドイツ

も夜の集会で悪用したらしいし。計画停電の夜、石

油ストーブで暖をとれるとタカをくくっていました

が、真っ暗闇の中、石油ストーブの炎って、とても

悪魔的でした。

●２月２４日（水）

　ボロ屋の窓ガラスが震えるくらい低い空中をヘリ

が飛んでいる。現場が近いのだろう。ボロ屋も震え

る、心も震える。車体（おなか）の文字が読めるく

らいの低い位置で自衛隊のヘリが大きなバケツで水

を運んでいるのを見て、恐怖と感謝。外出時に運転

しながら確認しましたら、現場から距離はあるはず

の場所なのに煙っていた。郵便ポストに投函するた

めに車外に出たら、きなくさかった。

●２月２５日（木）

　朝、道路から北側を眺めたら煙っていた。心なし

か、きなくさい。山の向こうの向こうだとは思うの

ですが、想定よりも近い位置から煙が昇っている。

山林火災は南北ではなく東西に広がっている。日中、

弱まった風と活発に往来するヘリを見ていると消火

活動は、はかどっているかもしれない（希望的観

測）。が、夜のニュースで確認すると、むしろ拡大

していた。１０日以上もこんな状態続くの？

●２月２６日（金）

　書店の駐車場から遠くの空に、自衛隊ヘリの消火

活動が見える。何機も何機も。顧問先に少し早めに

到着。社長夫人に「社長さんは戻っていますか？」

と声をかけた瞬間に頭上をヘリが通過。「えっ？」

と奥さん。こんな時に限って天気予報通どおりで雨

降らず。でも、消火活動のはかどりが、山の雰囲気

（煙が見えなくなった）から察知できるので少しだ

け気持ちが軽い。

●２月２７日（土）・２８日（日）

　鎮火には至らないものの鎮圧（デモ隊を鎮圧した

って表現は少し怖いが……）間近。自分の記憶を整

理しつつ新聞記事も整理しつつ、この７日間を振り

返ってみた。

中腹にあるあずま屋で中高年の男性グループが談笑

していた。１人が火のついたたばこを手に持ったま

ま、台の上に両手をついていた。（Ｒ３－２－２８

／朝日新聞栃木版）

　ネットニュースのコメント欄で、要旨、心当たり

のある人がいても名乗り出ることはないと思うが、

心に十字架として背負ってほしい――とあった。ど

んな気持ちなのか、心当たりのある人。過失なのか

重過失なのかわからない。その時間その場所で喫煙

していたのが事実だとしても、その残り火が火種に

なったかどうかまで立証できない。

　同伴者に密告されるのではないかと疑心暗鬼にな

った中年喫煙男が口封じを謀るが、それを察した同

伴者は先手を打って中年喫煙男を――安物の２時間

ドラマになるかもしれません。そして、中年喫煙男

は誰、「中高年の男性グループ」のメンバーはどう

する――などなど、広がる妄想。実は同伴者は喫煙

には気づいてなかった、とか。

　現場周辺には火災見物の「やじ馬」が増え、市に

苦情も届いているという。（Ｒ３－２－２７／朝日

新聞栃木版）

　２７日昼ごろ、現場付近にドローンが飛ばされて

いると市に連絡があり、約１時間にわたってヘリの

飛行が中断したという。（Ｒ３－２－２８／朝日新

聞）

　大量の「やじ馬」が渡良瀬川の土手から山火事を、

河川敷ではヘリの離着陸を撮影していたらしい。信

号待ちの自動車から目前を横切るヘリを撮影してい

た運転手も。煙る山々や低空飛行のヘリに視線や注

意を奪われながらの運転手多数（私もしてしまいま

した）。

　今（５月２６日）になってみますと、少し鮮度を

失ってしまいましたが、足利市民にとって忘れられ

ない出来事だったと思います。ちなみに昨日は、森

高千里さんが取り壊される足利市民会館でコンサー

トを開催されました。

　　　　　　　　　　　　　（支局長　杵渕　徹）

支局かわら版

支部足利
７日間の日記
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国際業務研修会   国際部 主催

○開催日時 令和３年８月１８日（水）１３：３０～

○開催場所 栃木県教育会館３階大会議室（宇都宮市駒生１－１－６）

○研修内容 実際の相談事例を元に入管実務の基礎を学ぶことができます。

○対 象 者 会員（申請取次者でなくても受講できます。補助者は不可） 

○受 講 料 無料

○締 切 ８月１２日（木）

○○定定  員員 相談事例発表者と相談会オブザーバーを含め３０名名 

      ＊研修会会場に定員があるため、相談事例発表者と相談会オブザーバーも必ず申し

込みをしてください。。 

※「出出入国管理法令集」、「出入国管理実務六法」など、入管法・国籍法が登載されている 
法令集を必ずご持参ください。

土地利用入門研修会
   

土地利用開発部 主催

○開催日時 令和３年８月２５日（水）１３：３０～１５：３０

○開催場所 栃木県行政書士会館２階

○研修内容 行政書士の主要業務である土地利用業務全般について学ぶ初級者向けの研修会です。 
   具体的な依頼内容をいくつか想定しながら、学びます。

○対 象 会員、補助者

○講 師 行政書士 佐藤栄一

○受 講 料 ５００円

○締め切り ８月１８日（水）

○定 員 １８名

建設業関連研修会    建設環境部 主催

○開催日時 令和３年９月２日（木）１３：３０～１６：００

○開催場所 栃木県行政書士会館２階

○研修内容 1.建設キャリアアップシステムの概要と経営事項審査基準の改正について 

    建設キャリアアップシステムの概要についてを中心にわかりやすく解説します。

   2.建設業許可、経営事項審査制度からみた事業承継

    許可、経審制度における事業承継時の留意点をテーマに勉強します。

○対 象 会員

○講 師 1.一般財団法人建設業振興基金 ご担当者様

   2.一般財団法人建設業情報管理センター 東日本支部 次長 小倉貴良様

○受 講 料 無料

○締め切り ８月２５日（水）

○定 員 １８名
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研修会に関する連絡とお願い
今年度の研修会に関し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止ならびに参加される会員の健康を守

るため、県の催物開催の対応を基準として、研修会場の広さに応じソーシャルディスタンスを維持す

るため定員を設け、先着順の受付とします。

申し込みを受け付けた方には「受講者証」を、定員を超えた後に申し込まれた方には「その旨の連

絡文とキャンセル待ち番号」をＦＡＸで返信しますので、申込書にはＦＡＸ番号を必ず記入の上、お

申込みください。キャンセル待ちの方が受講可能になった場合は、前日までにご連絡いたします。

★ 研修会当⽇は必ず「受講者証」をご持参ください。
★ 受講者証受領後、やむを得ず⽋席することになった場合は、速やかに事務局まで

ご連絡ください。（キャンセル待ちの⽅が受講できるようになるため。）

 

栃木会の

申請取次行政書士

の動向

新規申出（６月）　　　　　　　　　　０名

更新申出（６月）　　　　　　　　　　２名

有効期限切れによる減少　　　　　　　１名

申請取次行政書士（６月末現在）　１３９名

※更新の書類締切は毎月１５日です。

（更新手続きは有効期限の２ヶ月半前から受付開始します。有効期限月のお手続きの場合、期限

内に新たな証明書が届かないことがありますので、期限に余裕を持ってお手続きください。）

※新規申出は面談の上、受け付けますので予約制となります。（予約先：０２８－６３５－１４１１）

　次回の予約締切日：７月３０日（金）　受付日：８月１１日（水）時間は予約時に案内します。

【ご注意】顔写真は、写真館、カメラ店または証明写真機で撮影したもの。（ご自分で撮影し

家庭用プリンターで印刷したものは、影が入ったり、鮮明でないものがあり、入管で受付でき

ないことが多いため）※証明写真機の場合は髪で目が隠れたりしないようにご自身でよくご確

認ください。また、証明写真機の場合は頭の先からあごの先まで入りきらないことが多いので

カメラ店等で撮影することをお勧めします。

◆新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、日行連の研修会は令和３年度も引き続き、

　ＶＯＤ（ビデオ・オン・デマンド）方式の開催予定です。開催月等の概要と申込書は、日行連

ホームページと「日本行政」に掲載されますので、受講を希望される方は随時、ご確認を

　お願いします。

◇実務研修の修了証書の代わりに「理由書」で更新手続きをされた方は、実務研修会（現在は

　ＶＯＤ）を受講し、「修了証書」の写しを栃木会事務局へ提出する必要があります（ＦＡＸ、

メール添付可）。「理由書」提出による受講猶予措置も当面の間、継続します（現在は令和３年

　度中までに有効期限を迎える方が対象）。

★申出の必要書類・費用等、詳細は「会のホームページ－【会員専用】ページ－各種申請様式－

　申請取次行政書士―申請取次行政書士の手続き（説明）」をご確認ください。
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８/１８

研　修　名

無　料 ８/１２

８/２５ ５００円 ８/１８

国際業務研修会

土地利用入門研修会

９/２ 無　料 ８/２５建設業関連研修会

栃木支部研修会

開催日時 令和３年８月２７日(金) １５：００～１７：００

開催場所 キョクトウとちぎ蔵の街楽習館（栃木市市民交流センター内）

１階 大交流室

  栃木市入舟町 6 番 8 号 Tel0282-24-0352

研修内容 「「行政書士が受任する相続業務」

他士業を兼務する会員を講師に迎え、他士業（特に司法書士）が

受任した場合と行政書士が受任した場合の比較を主軸に、我々行

政書士が相続業務においてどう動くべきかを考える。

講 師 栃木支部 佐山 隆会員（行政書士・司法書士・土地家屋調査士）

備 考 マスク着用、念のためお出かけ前の検温をお忘れなく。

他支部の方の受講、大歓迎！！ 定員先着４０名。。 

応募方法 令和３年８月２０日(金)までに栃木支部副支部長の綾部宛にメー

  ルまたはＦＡＸでの申し込みをお願いします。

栃木支部部 副支部長長 綾部一成成 宛

ＭＡＩＬＬ ayabekazunari@cc9.ne.jpp 

ＦＡＸＸ  0282-67-26244 

支 部 名 
 

 
会 員 名 
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日　光

富久田民一

行政書士富久田事務所321-

1102
090-2744-1202

（令和 3年 6月 30 日現在）

小　山

斎藤　千晴

行政書士斎藤ちはる事務所323-

0026
090-4790-5340R3.6.15

R3.6.1

小　山

大垣　則子

大垣行政書士事務所329-

0512
0285-53-5897R3.6.15

下野市下石橋 793-4

支　部 氏　名 変更事項 変　更　内　容

【変　更】

宇都宮 恩田　貞成 R3.6.30 廃　業

飯野　　洋小　山 下野市下古山 2328-22所在地

大塚　圭希鹿　沼 鹿沼市栄町 1-3-16　エムズハイツ B101所在地

遠藤　一則佐　野
佐野市堀米町 608-8　オフィス堀米 A号室

0283-85-7531

所在地

電話番号

田﨑　大輔宇都宮

宿郷行政書士事務所

宇都宮市宿郷 2-10-9　タイムアップ 21　306 号室

028-688-8470

名　称

所在地

電話番号

日光市板橋 2345

小山市本郷町 2-6-20

　戸惑いもあったオンラインによる支部理事

会も度重なると、使えるんじゃないかとの雰

囲気が生まれます。そうなると、支部研修会

もオンラインでと欲がでます。なかなか取り

組めなかったデジタル化、ニューノーマルが

もうそこまで来ているように思います。

　　　　　　　　　　（広報部　室賀芳明）
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