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栃木県行政書士会
会長

安

野

光

宣

令和３年５月２８日に開催されました定期総会におきまして、
新たに会長に選任され、栃木県行政書士会会長という重責を担
わせていただくことになりました。同じく改選により選任され
た役員とともに、行政書士会の事業を行って参ります。
行政書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関
する事務を行うことを目的とする（行政書士法第１５条２）ことが定められておりますので、理事
全員一丸となり、その目的を果たせるよう進めていきたいと考えております。
行政書士は国家資格であり、行政書士法では他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書
類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することが主な業務と定められております（行
政書士法第１条の２）（ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものにつ
いては業務を行うことができない）。その業務は幅広く多岐にわたりますので、会員には研修会や
会報等を通じ情報を提供できるよう努めていきます。そして、行政書士が地域社会の皆様に業務を
通じてより貢献できれば幸いです。
現在、栃木県では一時期に比べ新型コロナの感染者が減少傾向にあるようですが、まだまだ油断
の出来る状況ではありません。当会におきましても、昨年より感染症対策を取りながら会務を行っ
ておりますが、これからも同様の対策を施した上で進めて参ります。会員の皆様におかれましても、
健康に留意をして活躍なされますようお願い申し上げます。

新会長と新副会長
左から、毛塚勝行副会長、手塚理恵副会長、安野光宣会長、関比佐江副会長、長竹基行副会長、豊田近弘副会長
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令和３年度栃木県行政書士会定期総会開催
５月２８日（金）１３時より、ホテルニューイ
タヤ南館４階「桜の間」及び３階「蓬莱の間」、
２会場を回線で繋ぎ、会員６０８名の出席（本人
出席９４名、委任状５１４名）のもと、令和３年
度栃木県行政書士会定期総会が開催された。
新型コロナウィルスの影響により、昨年度は、
書面による議決に代わったが、本年度は、会場を
分け、密を避けた開催となった。

横山会長の挨拶に始まり、福田富一栃木県知事
挨拶、栃木県知事表彰授与、栃木県行政書士会長
表彰授与、感謝状授与が行われ、来賓祝辞、祝電
披露の後、２会場に議長団を置き、佐野支部の和
久井定雄会員、塩﨑晴美会員、栃木支部の綾部一
成会員、毛塚智会員が指名され、議案審議に入っ
た。各議案については、いずれも原案通り可決承
認された。

議案第１号 令和２年度事業報告並びに同決算に
ついて
（１）令和２年度事業報告について
（２）令和２年度決算報告について
監査報告
議案第２号 令和３年度事業計画並びに同予算に
ついて
（１）令和３年度事業計画について
（２）令和３年度予算について
議案第３号 栃木県行政書士会会則の改正につい
て
議案第４号 役員の選任について
栃木県行政書士役員選任規則第５条にもとづき、
推薦委員会により、理事３５名、幹事３名が選出
された。
会長は理事の互選により、宇都宮支部の安野光
宣会員が新たに選出され、新副会長挨拶が行われ
た。
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なお安野新会長より、名誉会長委嘱に関する動
議が提出され、名誉会長を福田富一会員に委嘱す
ることについて可決された。
議案第５号 綱紀委員の選任について
議案第６号 日本行政書士会連合会定期総会に関
する事項について
（１）日本行政書士会連合会定期総会に向けての
要望について
（２）代議員の選任について

（広報部 室賀芳明）

「生活衛生業専門家（行政書士）派遣支援事業」相談員研修会開催
４月６日（火）１４時より、「生活衛生業専門
家（行政書士）派遣支援事業」相談員研修会を
Ｚｏｏｍを利用したオンライン研修として実施い
たしました。
当研修会は、一般社団法人全国生活衛生同業組
合中央会からの支援要請を受け、生活衛生業者に
対する各種給付金の申請等の支援のために行われ
る日本行政書士会連合会の派遣支援事業における
支援依頼に対応する相談員としての登録を前提と
した研修会として開催されたものです。（生活衛
生業派遣支援事業等の詳細については、当会会員
専用ページの事務連絡をご確認下さい。）
日行連からの事業実施の連絡を受け、猶予がな
い中で急遽開催を決定したため、会員の皆様には
直前のご案内となりましたが、３１名の参加があ
りました。
当日は、中小企業支援部の井上尉央副部長が講
師を務め、支援の中心になると見込まれる一時支
援金に関する業務を中心に支援事業について説明
を行いました。

また井上副部長の説明と合わせて、途中、日行
連が作成してＹｏｕＴｕｂｅに限定公開の形でア
ップロードされた「生活衛生業コロナ対策申請支
援事業について」と題する説明動画についても画
面共有により参加者の皆さまに視聴いただき、統
一的な事業の理解を得られるように図りました。
本研修会の成果が生かされ、支援事業が円滑に
行われ、コロナ禍における事業者支援の一助とな
ることを願います。
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（中小企業支援部 小倉純一）

【宇都宮】

宇都宮支部定期総会開催
宇 宮支
宇都
支部定
部定期総
期総会開催
会開催
会開
令和３年５月８日（土）１６：００～、ホテル
ニューイタヤにおいて令和３年度宇都宮支部定期
総会が開催されました。
今回は新型コロナ対策のために例年より広い会
場を使用し、支部長あいさつや祝辞、新入会員紹
介は短縮して行われ、懇親会を中止しての開催と
なりました。議案審議では、令和２年度事業報告
・収支決算の報告及び令和３年度事業計画・予算
案について、そして役員改選について審議され、
承認されました。
旧役員の皆様には感謝の言葉を、新役員の方々
には新型コロナウイルスに負けることなく、宇都
宮支部を盛り上げて頂くためにエールを送ります。

（支局長 西川育美）
【足 利】

支部役員会＆支部定期総会
支部役員
支部
役員
員会＆
会＆支部
支部定
定期
期総会
会
【支部役員会】
日時：令和２年４月２１日（水）
１３：３０～
場所：足利市民プラザ
出席：１４名（監事２名と相談役１名含む）
主な議題は、支部定期総会で審議すべき議題に
関する打ち合せ。思い返すと昨年は、緊急事態宣
言下であり、開催の可否すら議論しなければなり
ませんでしたが、今年は開催を前提としての支部
役員会。栃木県は幸い緊急事態宣言やまん延防止

等重点措置の対象とはなっていないものの、予断
は許されないのは当然。
特筆すべきは、支部役員１６名中１４名が出席
という出席率の高さ。ずいぶん昔に役員全員出席
を記念して終了後記念写真を撮影したことがあり
ました。それ以来ですかね。当然ながら、以前は
当たり前のように行われていた終了後の懇親会は
なし。当たり前の日常が戻るのはいつ。「いつか、
その日が来る日まで…／矢沢永吉」を聴いて待つ
しかありませんね…。
【支部定期総会】
日時：令和２年５月１５日（土）
１３：３０～
場所：足利市民プラザ １０２号室
出席：本人１７名／委任状４０名
＊当日現在の会員数は７１名
議
長 ： 殿岡 正敏 会員
書
記 ： 本間 美帆 会員
議事録署名人 ： 宮下 恭子 会員
●承認された事項
・令和２年度事業報告及び決算
・令和３年度事業計画（案）及び予算（案）
・役員の改選 など
総会前後に４名の新入会員に自己紹介をしてい
ただきました。以前のように総会終了後に開催す
る懇親会に出席していただければ、文字通り懇親
を深めることができますのに、撤収作業しながら
の名刺交換はなかなか難しいものです。考えます
と、新入会員４名と支部役員１３名とを合わせて
１７名での総会でした。毎年同じようなことを書
いています。あまり密になっても困ってしまう、
今日この頃ですが。
コロナを横目で見ながらの１０月と２月の市民
公開講座＆無料相談会や支部研修会が主な事業と
なると思いますが、閑古鳥が鳴いても困りますし、
大盛況で密な環境になっても困ります。ほどほど
を目指すという事ですかね。あくまでも個人的意
見ですが。
【支部役員会】
総会終了後に支部役員会を開催し、役員間の互
選の結果、支部長は相山有美会員の続投と決定し
ました。また、相山支部長から提案された人事案
が承認されて、副支部長や県会役員への推薦会員
も決定しました。
（支局長 杵渕 徹）
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栃木県行政書士会カレンダー（７月）
日

予

定

時
間
市民相談 行政書類（遺言など）(於:足利市役所１階市民相 13:30～16:00

主
催
足利支部

7

水

8

木

登録説明会

10:00～

総務部

9

金

広報部会

13:00～

広報部

12

月

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

14

水

16
19
20
21

金
月
火
水

25

日

談室）

宇都宮支部

ＴＩＡ相談会

10:00～

国際部

外国人相談会（小山市）

10:00～

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 13:00～16:00
室）
13:30～
申請取次新規受付審査会

足利支部

行政書士無料相談（於：栃木市役所本庁舎２階市民相談室）
ＵＣＩＡ相談会
登録説明会
ＫＩＦＡ相談会

栃木支部
国際部
総務部
国際部
宇都宮支部

14：00～16:00
15:00～
10:00～
10:00～
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 13:00～16:00

申取管理委員会

民プラザ）

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（要実費）
。
日行連№ 受信日付
文書の表題
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた工事及び業務の対応
127
R3.5.12
について（周知）
135
R3.5.12
令和３年度日本行政書士会連合会定時総会の開催について
139
R3.5.12
令和３年度日本行政書士会連合会定時総会及び関連会議の開催について
151
R3.5.18
令和３年５月分会費納入について（お願い）
177
R3.5.18
理事会議決事項の書面による議決の結果等について
185
R3.5.18
建設キャリアアップシステム認定登録機関の公募について（参考）
令和３年度 日本行政書士会連合会定時総会議案資料の送付及び議案に対する質
202
R3.5.18
問書の提出について
207
R3.5.18
引っ越し時のナンバープレートの交換に関する特例の創設について（周知）
221
R3.5.24
「行政書士による交通事故の実務」の発行について
事務連絡
R3.5.24
中小企業庁からの依頼事項について
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべ区域の変更（令和 3
237
R3.5.31
年 5 月 14 日）に伴う工事及び業務の対応について（周知）
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月次支援金の申請サポートの協力依頼について
～日行連より～
中小企業庁より日行連経由で、６月中下旬より受付開始予定の「月次支援金」の申請手続やＷＥＢ
申請システムの操作方法の説明等に関する申請サポートについて協力依頼がありました 。
・給付対象…以下①と②を満たす事業者
①緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う飲食店休業・時短営業または外出自粛等の影響を
受けていること
②２０２１年の月間売上が、２０１９年または２０２０年の同月比で５０％以上減少
※給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得る。
・給付額…中小法人等：上限２０万円、個人事業者等：上限１０万円
・申請受付開始… ２０２１年６月１６日（水）
詳細については、経済産業省のホームページをご確認ください。
[経済産業省ホームページ]
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

栃木会の
申請取次行政書士
の動向

新規申出（５月）
０名
更新申出（５月）
３名
有効期限切れによる減少
２名
申請取次行政書士（５月末現在） １４０名

◆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）方式の開催予定とのことです。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」を提出する必要があります。
「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。
※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：６月３０日（水） 受付日：７月１４日（水）時間は予約時に案内します。
※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ヶ月半前から受付できます。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。）
【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。
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会員事務所訪問コーナー
会員事務所訪問コーナ
氏
名
事務所名
住
所
登録日

佐藤 友美（さとう ともみ）
行政書士佐藤友美事務所
栃木市小平町６番８号
令和２年６月１日

栃木支部で、行政書士になられて１年が経っ
た佐藤友美会員の事務所へおじゃまして参りま
した！

おじゃましま～す！
Ｑ ご趣味はなんですか？？
Ａ 趣味とまではいきませんが、最近ヨガを始め
ました！日曜日など時間が出来たら通っていま
す。
また、年に何回か、主人や友達と渓流釣りに
行きます。難しいですが、イワナやヤマメを釣
った時の喜びはなかなかのものです。また自然
の中に浸ると日頃の気分転換にもなり気持ちが
良いです。
Ｑ 今後チャレンジしていきたいことはなんです
か？？
Ａ 今後、産廃業など他の許認可業務を覚えたり、
補助金申請など携わっていきたいと思いますの
で、皆さまぜひ色々教えてください。
アイアンガーヨガをやってらっしゃるだけあり、
心も姿勢も清らかで美しく、笑顔がとってもキュ
ートな佐藤会員。
お祖父様の代から続く事務所とお客様を守りな
がら、新しいことに積極的にチャレンジされてい
る姿勢に感銘を受けました。
益々のご活躍を期待しております。

早速インタービューさせて頂きます！
Ｑ 行政書士になられたきっかけは？？
Ａ 祖父が税理士をやっており、父もまた税理士
でした。数年前に父が突然他界してしまい、税
理士業務が出来なくなってしまいました。
一時的に顧客を他の先生に預け、猛勉強を重
ねた末、昨年税理士に合格し、家業を継ぎまし
た。
建設関係の顧客が多く、許認可や届出、経営
事項審査の業務も依頼されることがありました
ので、行政書士にも登録しました。
Ｑ 行政書士としての仕事はいかがですか？？
Ａ 開業した時が新型コロナウィルス感染症の影
響が大きく出始めた時で、事業者様から持続化
給付金の申請依頼が多数ありました。
行政書士になっていて良かったとすぐ実感で
きました。

（支局長 小島和之）
会員本人の希望により、初回掲出時からは一部変更した
内容になっています。
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支局かわら版

夢を叶える！？天神様の『なで牛』

今回は、「ふるさと佐野１００選」に選定され
ている「朝日森天満宮」の「神牛“天神様のなで
牛”」をご紹介いたします。
「ふるさと佐野１００選」とは、平成元年ふる
さと意識の高揚と市のイメージアップを図るため
に選定されたものです。
その朝日森天満宮は「梅の天神朝日森」と佐野
かるたにもあるように、社へ続く参道の両側には
灯篭と天神様にふさわしく、梅の木が並んでおり
ます。
こちらでは学
問の神様として
有名な菅原道真
公が御祭神とし
て奉祀されてお
り、広い境内地、
老杉、その他木
々の緑と、総桧
造りのどっしり
と落ち着いた社
殿が絶妙に取り
合わさり、実に見事な景観を呈しています。
その朝日森天満宮には、「天神様のなで牛」が
鎮座しています。梅が天神様のシンボルであるの
と同様に、牛（神牛）も天神様のトレードマーク
です。菅原道真公は、承和１２年乙丑（きのとう
し）の生まれで、また牛が反芻することと同じ
ように、学問でも繰り返しの勉強が良いことから
牛を大切にしたとされています。
このなで牛の
自分の体の悪い
所と同じ部位を
優しくなでなが
ら、耳元でお願
いすると良くな
る、無病息災の
ご利益があると
言われています。
そのため、合格
祈願や御朱印集
め、七五三、初
詣など、時期時
々にふれ大勢の人が「なで牛」に会いに訪れま
す。

佐野支部

じつは筆者も、この「なで牛」には大変深い思
い入れがあります。それは、急な脱サラで第二の
人生を行政書士試験にかけた平成２４、２５年に
毎朝のウォーキングで往復１時間かけて、「なで
牛」に会いに行っていたのです。
来る日も来る日も、耳元でなで牛の頭をさすり
ながら、「行政書士試験に合格させてください。
人様のためになる仕事をしたいのです。」と祈願
し続けたのです。
おかげ様で、少しずつかもしれませんが、願い
が叶いつつある気がしています。現在は別のウォ
ーキングコースですが、この支局かわら版での取
材をきっかけに、またお願いして参りました。そ
れは「国際業務のスキルアップのため、７月の民
間の資格試験に合格させてください。」です。
皆さんも祈願したいことがあれば、「朝日森天
満宮」の「神牛“天神様のなで牛”」に会いに来
られてはいかがでしょうか。
信じるか、信じないかはあなた次第です（笑）
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（支局長 坂上隆之）

（令和 3 年 5 月 31 日現在）
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変 更 内 容
宇都宮市宿郷 2-7-3 ＩＲビル宿郷 4 階
028-612-4911
0285-50-6435

補助者に関する手続きについて（ご案内）
補助者の設置･異動･廃止があったときには、遅滞なくお手続きをお願いいたします。
また、会員の氏名、法人名、事務所名称、事務所所在地に変更があったときも補助者
証に変更が生じますので、お手続きをお願いします。
各手続きに必要な提出書類の詳しい説明や書式は、栃木県行政書士会会員専用ページ
の最初に表示されるページの「各種申請様式」よりダウンロードできます。

広報部として、どのような形で情報を発信
したら、多くの方に行政書士の業務を理解い
ただけるかを考えてきました。年配の方は新
聞から、若い方はネットから情報を得ている
と思います。若い方に行政書士の仕事に興味
をもってもらいたいので、ネットでの発信を
研究していきたいと思います。
（広報部 手塚理恵）
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