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令和３年１２月に開催された理事会で職務上請求書取扱規則が改正され、職務上請求書管理委員

会（以下、「委員会」とする。）が設置されました。委員会において令和４年１月１日以降の職務上

請求書の払出し方法を変更しましたので、ご承知おきください。

【職務上請求書払出しまでの手順（R4.1.1 以降）】

①事務局へ以下の書類等を持参（または郵送）

・購入申込書

・誓約書

・使用済み職務上請求書綴り

↓

②事務局は３点の書類等に不備が無いことを確認し、預かる（委員会まで保管）

（使用済み職務上請求書綴りに不備（未記入等）がある場合は預かりません）

↓

③毎月２１日以降に委員会を開催

・使用済み控え用紙を確認し、払出しの可否の判断

・払出し不可とした場合、対応の協議

↓

④払出し可と判断された購入申込みに対し、翌１日に新しい職務上請求書を発送

（裁断処理（パンチ穴）をした使用済み控え綴りも同封する）

（費用支払いがまだの場合は、請求書と払込票も同封する）

【払出しのスケジュールについて】

【その他、注意事項】

・職務上請求書使用済み控え綴りが添付されていない購入申込み（初回申込み）は、委員会に関係

なく職務上請求書の払出しをします。

・委員会で、記入内容だけでは払出し可否の判断が出来ない場合、会員に業務の確認をするため、

上記スケジュールのようにはならず、払出しまで長期間かかります。また、払出し不可の場合は

払出しがなされず、総務部でその後の対応をします。

・払出し日の１日が、土曜・日曜・祝日など事務局の休日に当たる場合、次の事務局の営業日に発

送します。

・職務上請求書の使用および記入に関しては、職務上請求書取扱いの手引きを参考にされ、適切な

使用をお願いします。（手引きは、当会ホームページの会員専用ページに掲載しています）

以上

前月２１日から当月２０日の購入申込みを

事務局において保管

委員会

２１日から月末にかけて

委員会を開催、確認

※翌月１日※

前月委員会分

払出し（郵送）

※当月２０日※※前月２１日※

行政書士

または

行政書士法人

事務局

事務局
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■高齢者等生活サポート項目集 ≪ 連続 回シリーズ 第５回目 ≫
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　１月１４日（金）午前１１時より、うな源本店

にて、当会の押野佑会員の「総務大臣特別表彰を

祝う会」を開催しました。

　まん延防止等重点措置に基づく協力要請が出る

前でしたが、失礼ながら高齢者の多い当支部…。

広いお部屋を用意していただき、感染防止を徹底

しながらの開催となりました。

　栃木県行政書士会からは関比佐江副会長にお越

しいただきました。

　記念品は秋葉支部長がコロナ禍で貴重となって

いる半導体を使用したものを贈呈させていただき

ました。

　押野会員は昭和４６年１１月６日登録とのこと

ですが、試験に至っては東京タワーが出来た頃の

こととのこと。行政書士制度が始まった時期を考

えると、まさに当支部きっての行政書士のパイオ

ニアです。

　また、この日はサプライズで、ご勇退された高

山俊子会員、長岡辰夫会員の送別会を併せて行い

ました。

　サプライズの割にはなぜかお祝いの返礼品があ

ったのですが・・・。情報漏えいですね。

　行政書士制度が始まっただけで急に仕事が入っ

たりするのか、試験に合格して登録しただけで仕

事が入ったりするのかというのは全く別の話です。

受賞の挨拶等では、そうした当時の苦労を垣間見

ることができました。

　こうした先駆者、開拓者がいてこそ、後に続く

私たちが試験に合格し、登録し、営業は必要だけ

れども仕事と報酬がいただけるのだと改めて知る

ことができました。

　当時は任意の勉強会もたくさんあったとか。会

から提供される研修会のみならず、自分たちから

そうした知識や情報を取りに行く、集める、高め

ることは必要だなと今更ながら思い知らされます。

　会場のうな源本店さんからは、お祝いの席とい

う事で、鯛のお造りをサービスしていただきまし

た。ありがとうございます。

　還暦か喜寿のお祝いかとは言わないでください。

白寿はいくらなんでも失礼です。

　押野会員には、そろそろ私に仕事を引き継いで

くださってもいいんだよ・・・建設業頑張れって

励ましてくれたのは押野会員だよ・・・でも押野

会員のあとは荷が勝ちすぎるからやっぱりいいや

・・・と思いつつ、ますますのご健勝と活躍を祈

念いたしましての閉会となりました。

　お祝いの返礼品・・・ちょうど買い替えようと

思っていたものでした。大切に使わせていただき

ます。使うたびに、押野会員、長岡会員、高山会

員の苦労と叱咤激励・・・あんまり怒られたこと

はないけれど・・・を思い出し、行政書士制度を

次に引き継いでいけるように頑張ります。

　　　　　　　　　　　　（支局長　栁　知明）

【芳　賀】

祝・祝・祝・祝祝祝 総務総務総務総務総務務総務総務総務総務大大大大臣大臣大臣大臣大臣臣表彰表彰表彰表彰表彰彰表彰表表 受賞受賞受賞受賞受賞受賞受受祝・総務大臣表彰受賞
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　１月１４日（金）午後２時より、栃木県行政書

士会２階会議室において、第４回宇都宮支部理事

会が開催されました。

　事業活動について、通常は各部に分かれて議論

を行っておりますが、今回は全役員での議論を行

いました。

　議論の結果、参加を予定されていた支部会員の

皆様には、大変御迷惑をお掛けすることとなりま

したが、コロナウイルス感染者が急増している状

況下で、支部会員皆様の健康を第一に考え、研修

会の延期はやむを得ないとの判断をさせていただ

きました。

　　　　　　　　　　　　（支局長　小池　学）

【宇都宮】

宇都宇都宇都宇都宇都宮支宮支宮支支支宮支支宮支宮支支支部部部部第部第部第部第部部第部第４回４回４回４回回４回理事理事理事理事理事理理事会会会会会会会宇都宮支部第４回理事会

栃木会の

申請取次行政書士

の動向

新規申出（１月）　　　　　　　　　　０名

更新申出（１月）　　　　　　　　　　１名

申請取次行政書士（１月末現在）　１４６名

※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：２月２８日（月）　受付日：３月９日（水）時間は予約時に案内します。

【令和４年分申請取次関係研修会について】

「日本行政２月号」１２ページに年間の開催日程が掲載されております。新規・更新とも、

受講予定の方は日程・申込期間をご確認ください。

★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。

※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。）
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日 予 定 時 間 主 催

水 市民相談会 於 足利市役所１階市民相談室） ～ 足利支部

木 暴力団排除対策委員会（於：宇都宮市文化会館第２会議室） ～ 暴対委員会

支部長への連絡会（於：宇都宮市文化会館第２会議室） ～ 総務部

支部長会（於：宇都宮市文化会館第２会議室） ～ 支部長会

水 ＴＩＡ（栃木県国際交流協会）相談会 ～ 国際部

小山市外国人相談会 ～ 国際部

申請取次新規受付 ～ 申取管理委員会

外国人在留資格無料相談

於 足利市生涯学習センター会議室）

～ 足利支部

木 登録説明会 ～ 総務部

登録事前相談会 ～ 総務部

広報部会 ～ 広報部

総務部会 ～ 総務部

金 次年度予算調整会議 ～ 総務部

行政書士による相談（於 佐野市役所）

（問い合わせ 佐野市市民生活課 ）

～ 佐野支部

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） ～ 宇都宮支部

水 ＫＩＦＡ（鹿沼市国際交流協会）相談会 ～ 国際部

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 ）

～ 小山支部

木 ＴＩＡ（栃木県国際交流協会）企業向け相談会 ～ 国際部

封印報告書確認 ～ 封印管理委員会

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） ～ 栃木支部

水 登録説明会 ～ 総務部

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 ）

～ 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 ）

～ 小山支部

木 新入会員向け研修会（於：栃木県教育会館小ホール） ～ 総務部

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 ）

～ 小山支部

金 職務上請求書管理委員会 ～ 総務部

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

～ 宇都宮支部

月 ＵＣＩＡ（宇都宮市国際交流協会）相談会 ～ 国際部

栃木県行政書士会カレンダー（３月）
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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

改正民法施行に伴う成年年齢の引き下げについて（お知らせ）

日本行政書士会連合会 会長会議事録の送付について

令和４年１月分会費納入について（お願い）

住民基本台帳法の改正に係る現行の職務上請求書を使用した戸籍の附票の写しの請

求について

住民基本台帳法の改正に係る現行の職務上請求書を使用した戸籍の附票の写しの請

求に用いる書式の取扱いについて（追加連絡）

リーフレット「みんなで目指すクリーンな雇用・クリーンな請負の建設業界」の配

布について（依頼）

軽自動車ＯＳＳポータルサイトにおける構成の変更について（周知）

令和４年度申請取次関係研修会の開催予定について

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について

令和４年度専修大学大学院における司法研修について（お願い）

理事会の協議結果について

「自動車便覧（令和３年版）」の送付について

日行連だより

栃木会会員専用ページに掲載されている各手続きの書式について（ご案内）

     栃木県行政書士会 会員専用ページにログイン後、 初に表示されるページの「各種

     申請様式」から、下記に関する申請の説明と書式がダウンロードできます。

書式の種類 内  容

補助者に関する申請 補助者の設置廃止時。補助者証の記載内容に変更があるとき。

職務上請求書の購入 戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書を購入するとき。

申請取次行政書士の申出

（新規・更新）

東京出入国在留管理局に申請取次行政書士として申し出るとき。

栃木会書式のみ掲戴。日行連書式は日行連ＨＰ「連ｃｏｎ」内。

行政書士登録の変更申請 住所、事務所所在地や電話番号、氏名等に変更があったとき。

職印を作り替えたとき。

行政書士登録の抹消・廃業 行政書士を辞めるとき。

単位会変更のときはこの中の「退会届」が必要になります。

証明書等の交付 栃木県行政書士会の会員であることの証明書、職印証明書、日本行政

書士会連合会の名簿に登録されていることの証明書が必要なとき。

会員証等の再交付 会員証、行政書士証票、行政書士登録証をき損、紛失し、再発行する

とき。

慶弔災害見舞金支給願い 栃木県行政書士会慶弔災害見舞金規程の第４条から第７条に規定する

事項に該当したときの報告書式。

ホームページ・会員名簿掲載

取扱業務申込書

栃木県行政書士会のホームページ「栃木県の行政書士をさがす」ペー

ジへ絞込み検索、および会員名簿用の取扱業務の登録、変更用の書式。
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標記の件について、栃木県県土整備部監理課より周知依頼がありました。

経営事項審査の郵送受付分について、送付期限を毎月の１５日としていましたが、３月受付分に限

り、以下のように取り扱います。

詳細については、県のホームページをご確認ください。

送付期限：令和４年３月１０日（木曜日）まで（必着）

標記の件について、那須塩原市農業委員会より周知依頼がありました。

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。

那須塩原市農業委員会からの通知文書

非農地証明・非農地判断に係る手続の一部変更について

農地法第３条の３の届出に係る添付書類の省略について

標記の件について、宇都宮市経済部農業企画課より周知依頼がありました。

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。

農用地区域の確認・変更に関する事務取扱について（お知らせ）

宇都宮農業振興地域整備計画の変更に係る判断基準

標記の件について、日行連より、周知依頼がありました。

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。

【日行連発第 号】軽自動車 ポータルサイトにおける構成の変更について

標記の件について、日行連より、周知依頼がありました。行政書士とちぎ１月号（№５４１）の

に掲載した情報から変更となっておりますので、ご注意ください。

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。

【日行連発第 号】住民基本台帳法の改正に係る職務上請求書を使用した戸籍の附票の写し

の請求に関する取扱いの変更について

記載例

令和４年３月受付分 経営事項審査の郵送受付期間が例月より
短くなります ～栃木県県土整備部より～

「非農地証明・非農地判断に係る手続の一部変更」及び「農地法第３条の３
の届出に係る添付書類の省略」について ～那須塩原市農業委員会より～

宇都宮市農用地区域の確認・変更に関する事務取扱について
～宇都宮市経済部より～

軽自動車ＯＳＳポータルサイトにおける構成の変更について
～日行連より～

住民基本台帳法の改正に係る職務上請求書を使用した戸籍の附票の
写しの請求に関する取扱いの変更について ～日行連より～
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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

　今月は、塩那支部の矢板市に所在する永井裕子

事務所へおじゃましました。

氏　　　名　永井　裕子（ながい　ゆうこ）

事務所名称　行政書士永井裕子事務所

所　在　地　矢板市乙畑８１４番地

入　会　日　平成３０年２月１日

　永井さんは、お父様も行政書士でもあり税理士

として会計事務所を開いています。なので、ご一

緒の時間を共有することが多いようであります。

Ｑ：改めまして、永井さんが行政書士になろうと

したきっかけを教えてください。

Ａ：長年、他の仕事に就いていましたが１１年前

から家業を手伝うなかで会計業務と同時に、行政

書士の補助員を経験するようになり、資格取得の

目標をもつことを決めました。すべてが未経験で

したが勉強を重ね合格することができました。こ

れまでの私は目標なども特になく、どちらかとい

うと消極的な性格でしたが、そのことがきっかけ

でいろいろなことにチェレンジしてみよう！とに

かく行動してみよう！と思うようになり、この貴

重な経験が今の業務に活かせていると感じていま

す。

Ｑ：行政書士として、どのような分野の業務を中

心に活躍されているのですか。

Ａ：遺産分割協議書の作成や建設業許可申請、経

営規模等評価申請の許認可などがメインですが、

最近では一般貸切旅客自動車運送事業の更新も経

験しています。

Ｑ：行政書士になって難しいと感じたことはどん

なことですか。

Ａ：相続ですね。最初に話し合いで合意があるも

のを受託するのですが、分割協議書を作成する段

階で、内容が変わってくることもあります。相続

人の気持ちに寄り添う難しさを感じます。

Ｑ：休日はどのように過ごされてますか。

Ａ：犬を飼っているのですが狩猟犬ということも

あって躾が大変でした。最近はよく主人と近くの

広いドッグランに行くことが多く、犬と一緒に走

り回ったり、飼い主さん同士でお話することがと

ても楽しい時間となっています。

　また、雲竜渓谷等のトレッキングやスノーボー

ドなどで楽しんでいます。体を動かして自然の中

で過ごすことで、さらに仕事への活力が湧いてき

ます。

Ｑ：今後の抱負について教えてください。

Ａ：今後は依頼者にもっと寄り添って行政書士と

して自分ができることを深めていけたら良いなと

思っています。それは私にとって充実感であり、

原動力となります。

　私は、はじめて永井さんのお話を伺い、明るさ、

人柄は勿論、専門家としての数多くの魅力があり、

羨ましく感じました。繁忙期で休日返上の事務所

に快く笑顔で迎え入れて頂き、感謝しています。

　　

　今後、益々のご活躍に期待いたします。

　　　　　　　　　　　　（支局長　石下辰博）　　
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　今回ご紹介するのは、今宮神社（いまみやじん

じゃ：鹿沼市今宮町１６９２）です。

　今宮神社の創建は天文３年（西暦１５３４年）

で、鹿沼城の拡張改修にあわせて日光二荒神（ふ

たらがみ）を新城の鎮守として現在地に移し、社

殿を造営して今宮と称しました。

　祭神は日光二荒神社と同じ大己貴命（おおなむ

ちのみこと）、田心姫命（たごりひめのみこと）、

味耜高彦根命（あじすきたかひこねのみこと）の

３神で、ほかに少彦名命（すくなひこなのみこと）

を合祀しています。（下記(1)ホームページより

引用）

　鹿沼市の中心地に位置している市民にとって馴

染み深い神社であり、毎年元旦には多くの市民が

初詣に訪れ、神社から振る舞われる甘酒で体を温

めていました。

　今年は感染症対策のため甘酒の提供はなかった

ものの、多くの方が新年をこの神社で迎えていま

した。

　また、毎秋に行われる「鹿沼今宮神社祭の屋台

行事（通称・鹿沼秋まつり）」は２０を超える彫

刻屋台が各町から今宮神社に繰込み、ふたたび各

町に繰り出し帰っていくという、大規模行事とな

っており、国の「重要無形民俗文化財」に指定、

ユネスコの「無形文化遺産」に登録されています。

彫刻屋台が向かい合い、お囃子を激しく演奏し合

って調子を狂わせず演奏することを競う「ぶっつ

け」は演奏者と周囲が一体となって盛り上がる、

秋まつりの 大の見どころであり、鹿沼市の風物

詩の一つです。

　昨年は感染症対策のため継承事業として、無観

客で静かに執り行われました。

　秋まつりで使用される彫刻屋台は、古いもので

２００年以上の歴史があり、極彩色に塗られたき

らびやかなものから黒漆塗の荘厳なものまで多種

多様で、それぞれ特色が大きく異なります。

　また「鹿沼市文化活動交流館（鹿沼市睦町１９

５６－２）」に毎年入れ替わりで２台展示されて

おり、鹿沼市の文化の歴史を学ぶとともに、この

彫刻屋台を近くで眺めることがきます。

　今年（令和４年１０月頃まで）は中田町と東末

広町の屋台が展示されています。中でも中田町の

屋台は、現在修理のため屋根や一部の彫刻を外し

ており、普段は見えない裏側の彫刻などを見るこ

とができます。

　今宮神社及び文化活動交流館は、鹿沼駅や鹿沼

市役所から近い場所にあるため、鹿沼市にお越し

の際は立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

(1)鹿沼市公式ホームページ

(https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0511/info-

0000001801-1.html）

　　　　　　　　　　　　（支局長　大塚圭希）

支局かわら版

支部鹿沼
今宮神社と秋まつり
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「新入会員向け研修会」開催のお知らせ 総務部 主催

（新入会員だけでなく会員ならどなたでも参加できます）

総務部では新入会員を対象に、行政書士として必要な知識の研修会を開催しています。

以前は午前から夕方まで多くの講義を丸一日かけて実施していましたが、近年は感染症拡大防止の

ため実務に直結する内容のみを短時間で行う内容の濃い研修となっています。

多岐に亘る行政書士の業務について、関係部の役員に解説をしてもらいますので、難易度や必要性

（依頼の多さ）、その業務の注意点などを知ることができます。

業務受任の際に生かせるこの研修会、新入会員でなくても、会員であればどなたでも参加できます

ので、知識を再確認したい方や業務の幅を広げたい方はぜひお申し込みください。

○開催日時 令和４年３月２４日（木）午後１時から午後４時１０分（受付は１２時３０分から）

○開催場所 栃木県教育会館 ５階「小ホール」

（住所 宇都宮市駒生１－１－６／電話 ０２８－６２１－７１７７）

○対 象 者 会員（補助者の方は受講出来ません。）

○研修内容

１１３：００～１３：１５ 会長あいさつ および 業務受任時の諸注意（会長 安野光宣） 

１３：１５～１４：３０ 「行政書士の取扱い業務について（前半）」 

１３：１５～ ①土地利用関係業務 （土地利用開発部長 佐藤栄一）

１３：４０～ ②運輸交通・警察関係業務（運輸交通風営部長 相山有美）

１４：０５～ ③国際関係業務 （国際部長 深見 史）

１４：３０～１４：４０ （休憩）

１４：４０～１５：５５ 「行政書士の取扱い業務について（後半）」 

１４：４０～ ④中小企業支援業務および法人設立関係業務（中小企業支援部長 河田 力）

１５：０５～ ⑤建設業・環境関係業務等               （建設環境部長 江藤正巳）

１５：３０～ ⑥権利義務または事実証明に関する書類作成等業務（市民法務部長 大橋勝典）

１５：５５～１６：１０ 研修全般や業務に関しての質疑応答、意見交換 

○受 講 料 無料

○申込締切 ３月１８日（金）

※令和２年度入会で昨年受講していない方および今年度入会の方には、

１／２０頃に案内文を郵送しています。研修会案内が個別に郵送で

届いた方は郵送された申込み用紙でご回答ください。

※この研修会については、受講者証は発行いたしません。



行政書士とちぎ 2022.2

－16－

  
 

３/２４ 無　料 ３/１８
「新入会員向け研修会」

開催のお知らせ

研　修　名

栃木支部研修会

開催日時 令和４年３月２４日 木 １５：３０～１７：３０

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 ０２８２－２４－０３５２

研修内容 「相続手続きにおける行政書士の関わり方」

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。新型コロナウイルスワクチ

ン接種済みの方の参加が望ましいですが必須ではありません。

他支部の方の受講、大歓迎！！ 定員先着３０名。

応募方法 令和４年３月１８日 金 までに栃木支部副支部長の綾部宛にメ－ルまたは電話で

の申し込みをお願いします。（ＦＡＸは現在使用できません。）

申 込 先 栃木支部副支部長 綾部一成 宛

メールアドレス

電話番号 ０９０―４５９２―１０８３

お申し込みの記載事項

支部名 会員名

研修に関する変更が

生じた場合の連絡先

固定電話 ＦＡＸ

携帯電話 メールアドレス
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塩　那

鈴木　陸夫

鈴の木行政書士事務所329-

1221
028-676-2715

（令和 4年 1月 31 日現在）

那　須

加藤　宏一

行政書士加藤宏一事務所328-

0053
0287-48-7927R4.1.1

R4.1.1

芳　賀 高山　俊子 R4.1.11 足　利 村松　慶子 R4.1.31

石田敦司会員のご冥福をお祈りいたします。

廃　業 廃　業

小　山 石田　敦司 R4.1.4 宇都宮 岩崎　一郎 R4.1.28死　亡 廃　業

支　部 氏　名 変更事項 変　更　内　容

【変　更】

荻野　友義佐　野

浅野　知則鹿　沼

佐野市伊賀町 87 ／ 0283-55-5855所在地／電話番号

鹿沼市上野町 321-2 ／ 0289-78-4468所在地／電話番号

川内　和明足　利 0284-42-1190電話番号

斎藤　亮二塩　那 070-8375-2607電話番号

塩谷郡高根沢町大字西高谷 432

大田原市中田原 1312-3

　今年の冬は厳しい寒さが続きますね。私は、

１月に入り寒さに耐えきれず、暖かいズボン

（ 近は暖パンと呼ぶそうです）を買いに行

った所、売切れでした。世の中、需要と供給

のバランスが崩れると、価格が上がったり品

切れしたりしますが、全く気にしていない事

に反省ですね。世間の動向を注意しながら生

活する心構えが必要と感じた一件でした。

　　　　　　　　　（広報部　小太刀庸恭）

発行人 栃木県行政書士会 会長 安野光宣
〒320- 宇都宮市西一の沢町１番 22 号
0046 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 https://gt9.or.jp/
編 集 広報部
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印刷所 有限会社 高久印刷

会では電話無料相談「行政書士相談センター」 ０２８－６３８－０９１９(まるくいく)を

運営しています。この電話には、相続、遺言を中心に、日々様々な相談が寄せられています。

事務局でご相談の概要をお聞きした後、相談員(行政書士)にお伝えし、その後、相談者様か

ら相談員の事務所または携帯電話へ電話をしていただきご相談に応じるシステムです。

随時、電話相談員を募集しておりますので、ご協力いただける方、もう少し詳しく

内容を確認したい方は事務局までお問い合わせください。詳細をご案内いたします。






