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【 支部長挨拶 】 
  

  印旛支部の皆様におかれましては、ご健勝のことと存じます。 

  新型コロナウイルス感染症に関しましては、一都三県の緊急事態宣言が延長され、千

葉県における感染者数は下げ止まりという分析がなされ、より一層の各自の気持ちの引

き締めが重要な局面にあります。そのような中においても、印旛支部の総会の準備に取

り掛からなければならない時期となりました。 

先日、徹底した新型コロナウイルス感染症対策を講じつつ幹事会を開催し、各市町の

様子や漢字各位の近況を報告し合いながら、令和２年度を振り返り、令和３年度の計画

について議論しました。 

Withコロナ、アフターコロナを踏まえ、我々を取り巻く業務環境は、また大きく変容

を遂げようとしています。研修をはじめとした支部事業の在り方においても、この社会

の変化を取り入れた対応をしていくべきであると認識しつつ、支部会員の皆様と強調し

ながら進捗させていただきたく考えています。 

現在、支部幹事一丸となり、令和３年度へ向けた準備を進めておりますので、引き続

き、支部会員の皆様のご協力を賜りますようお願い申し上げます。結びに、支部会員各

位のご健勝と、また皆様と顔を合わせて近況を伝え合える世界が一日でも早く戻ってく

ることを祈念いたします。 

 

支部長 野並慶光 
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総務委員会からお知らせ 

 

令和２年度の総務委員会は新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響による本会の要請

に従い必要最小限度の活動を行いました。 

例年５月に行われている定時総会を令和 

２年７月１８日（土）に延期し行いました。

例年行われている総会後の懇親会、暑気 

払い、忘年会、新年賀詞交歓会、親睦事業 

などは中止とせざるを得ませんでした。 

行政書士試験監督員の派遣や滞納会員の 

納入促進事業への協力は今年度も行いまし 

た。また令和２年１１月１９日（木）と２ 

０日（金）に成田市のホテルマイステイズ 

プレミア成田で行われました日行連と関東 

地方協議会との連絡会に印旛支部の会員３ 

名を派遣しました。 

その他、必要最小限度の支部幹事会の開 

催を行い１年間の活動と致しました。 

 

( 文責：総務委員長 中村幸孝 ) 

 

研修委員会からお知らせ 

 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響に 

よる本会の要請に従い、会員を参集しての 

研修会の開催は一年を通して自粛すること 

と致しました。 

また、本年度につきましては、会員の皆 

様の自己研鑽の場を提供できなかったこと 

に深くお詫び申し上げますと共に、今後に

於きましても、より良き研修事業をご案内 

できますよう研修委員会として検討して参

る所存です。 

新型コロナウイルス感染症の影響が終息 

し、心身共に健やかに過ごすことのできる 

毎日が戻った暁には、再び笑顔で皆様にお

会いできる日を楽しみにしております。 

 

(文責 研修委員長  

塩﨑美香） 

 
 
 
 
 

企画委員会からお知らせ 
 
 

当委員会も、昨年度末から影響してい 

る新型コロナウィルス感染症拡大によ

り、今年度の事業及び事業内容の検討す 

ら思うように行えない状況でした。 

 

そんな中だからこそですが、何かでき 

ることはないかとの我々の申し出を佐

倉市が快く受けてくださり、給付金相談 

窓口業務の委託を市担当者様よりいた

だき、佐倉市内及び近隣の会員にご協力 

頂き、実施することができました。 

ご協力いただきました会員の皆様には 

この場を借りて御礼申し上げます。 

 

今回のコロナウィルス感染症拡大の状 

況下で、我々行政書士はこのような事態 

に陥った際、行政と連携を図り、市民に 

資すことができる身近な士業と考えま

す。 

今後も先行きの見通しが立ちづらい

状況ですが、行政とのパイプ役、そして、 

街の法律家として一丸となって活動を

していければと思います。 
 
最後に、皆様もお身体等ご自愛いただ 

き、業務を遂行していただければと存じ 
ます。 
本年度も支部事業へのご協力誠にあり 

 がとうございました。 

 

( 文責：企画委員長 藤原大輔 ) 

 

 



 

 

広報委員会からお知らせ 

 
令和 2年度行政書士制度広報月間の取 

組として、広報グッズ等を各市町へ配布 

しました。配布責任者等は以下の通りです。 

 お疲れ様でした。 

 尚、恒例の無料相談会は本会の要請に従

い行いませんでした。 

また、年間事業で計画していた機関紙、 

いんばネットワーキングの発行は、５回の 

予定が、今号を含め 2回となりました。 

 新年度は、過去を教訓によりよい広報業 

務を進めて参ります。 

 

( 文責：広報委員長 長野紘一 ) 

 

 

● ホームページログイン情報・ 

支部メーリングリストについて 
ホームページのログイン情報の再交付依 

頼、メーリングリストの登録メールアド

レスの登録・変更は随時可能です。 

問い合わせ先は下記の通りです。 

 また、紙媒体による機関紙の発行停止に 

関しましても随時受け付けておりますの 

で、併せて宜しくお願い申し上げます。 

 

( 文責 広報委員長 長野 ) 

 

 

 

 
《 新入会員紹介コーナー 》 

新しく入会された会員の皆様です。 

どうぞよろしくお願い致します。 
 
 

配布先 責任者 補助者 配布日 

成田市 作田 一臣 八本和哉 10.9 

佐倉市 藤原大輔 石井直人 10.14 

印西市 長野紘一 岩井完文 10.6 

白井市 花山克博 中嶋 裕 10.6 

八街市 長根 和 太田清一郎 10.8 

四街道市 廣田 稔 井上 博 10.23 

富里市 野並慶光 山田 昭 10.9 

栄町 塩崎美香 本橋克重 10.24 

10.25 

酒々井町 中村幸孝 坂上久雄 10.12 

 

〈メーリングリストに関する問い合わせ先〉 
 

印旛支部支部長  

野並慶光（ノナミヨシミツ） 

Fax ０４７６（８９）９８２８ 

email:  info＠itc-office.com  

 

 
【業務手引書「法人」第３版 

の頒布につい
て】 

 
業務手引書「法人」第３版を１冊 1,000 

円にて頒布しています。ご希望の方は、 

ITC行政書士事務所宛お申込下さい。 

郵送、その他の方法にて、皆様の事務所 

にお届け致します。宜しくお願い致し

ま 

す。 
 

申  込  先 
 
ITC 行政書士事務所(支部長 野並慶

光)  
Fax ０４７６（８９）９８２８ 

email:  info＠itc-office.com 

 



 

 

成毛昇司 
入会年月日 令和２年７月１５日 

事務所    なる行政書士事務所 

佐倉市江原台一丁目 23 番地 18 
TEL 043-309-5614  FAX 043-309-5624 
 
 相続、農地転用を中心に不動産を絡めた 

業務を考えています。宜しくお願いしま

す。 

 
 
高嶋洋介 
入会年月日 令和２年８月１日 

事務所    ルピナス法務 

伊藤行政書士事務所 

佐倉市上座７０８番地３ 

TEL 043-309-8461  FAX 043-309-8473 
 
ルピナス法務伊藤行政書士事務所の高嶋 

と申します。当事務所では、自動車登録や、 

関連する各種手続き（回送運行許可等）を 

承っています。感染症の状況が落ち着き、 

他の先生方とも早くお会いできる日が来る 

ことを祈っております。今後ともどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上田剛士 
入会年月日 令和２年９月１日 

事務所   行政書士上田剛士事務所 

白井市堀込 3丁目 12番 8号 
TEL 047-492-7230  FAX 047-413-0634 
 
 
 
田名網祥隆 
入会年月日 令和２年９月１日 

事務所   田名網行政書士事務所 

四街道市鹿放ケ丘４１０番地４ 
TEL・ FAX  043-308-4818   

 
 
安見茂雄 
入会年月日 令和２年９月１５日 

事務所   行政書士成田法務事務所 

印西市若萩 1－9－21 
TEL    090-2166-4478 
 

 

 成田法務事務所の安見(あみ)と申しま

す。水濁法等の案件を得意としています。 

宜しくお願い致します。 

 
 
溜田富佐子 
入会年月日 令和２年９月１５日 

事務所  フロリア行政書士事務所 
印西市木下東４－１２－８ 
TEL 090-9672-4248   FAX 050-1024-
7019 
 
 
堀江節 
入会年月日 令和２年９月１５日 

事務所     堀江節行政書士事務所 
佐倉市稲荷台１丁目１９番地１１ 
TEL 043-489-7709  FAX 043-489-7520 
 
 
坂田梨乃 
入会年月日 令和２年１０月２日 

事務所     行政書士 SR国際法務事務所 
佐倉市ユーカリが丘 ４－１－W2907 



 

 

TEL・ FAX  043-462-9287 
 

 

 日本に滞在する外国人や、これからビ
ジネスを始める方々のご支援が出来れば

と考えています。宜しくお願いします。 
 
 
岩井祐也 
入会年月日 令和２年１０月２日 

事務所     岩井祐也行政書士事務所 
四街道市旭ヶ丘 3 丁目 5番１５号 
TEL・ FAX  043-372-6709 
 
この度、入会させて頂きました岩井祐 

也と申します。 
どうぞ宜しくお願い致します。 

 
 
久保木諒 
入会年月日 令和２年１０月１５日 

事務所     ルピナス法務 

伊藤行政書士事務所 

佐倉市上座７０８番地３ 
TEL 043-309-8461  FAX 043-309-8473 
 
 ルピナス法務伊藤行政書士事務所に 
在籍しております。 
 車の車庫申請から登録までやっており 
ます。よろしくお願いいたします。 
 

 

< 変更 >  
 
松原 輝 
事務所 行政書士事務所ネクストライフ 
佐倉市中尾余町４番地 

中尾余アパートメント２０１号室 

TEL 043-483-8911  FAX 043-332-8773 
 
 
蓮田美加 
事務所  行政書士オフィスプラス 
佐倉市新町１８０番地２ 

佐倉フラッツ１０１ 
TEL 043-308-4320  FAX 043-308-4334 
 
 
 
 
《 会員の異動状況 》 

 
< 退会 > 

 
林 裕二   令和 2年 9月 3日 廃業 
 
木村幸志郎 令和 2年 9月 3日  廃業 
 
有田一仁   令和 2 年 10月 31 日 
埼玉会へ 
 
 
 

 

令和 3年 1月末現在 

印旛支部会員数 240 名 

(内法人会員２) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【 編集後記 】 

 
新型コロナウィルス感染症が猛威を振る

うようになって、一年が経ちました。私た

ちの生活は、仕事はこの未知なるウィルス

によって、大きく変化をしました。当たり

前と感じていた、外食も旅行も、友人と会

うのでさえ制限があるという事態を、誰が

想像できたでしょうか？ 

 私たちが考えていた当たり前の生活は、

実は当たり前ではなく、幸せな生活であっ

たこと、身をもって感じさせられた一年で

した。しかし、違った方面から考えてみる

と、以前の普通であると思っていた生活を、

幸せであったと顧みられた一年でもあった

ように思います。 

 医療従事者の方々、エッシェンシャルワ

ーカーの方々含め、飲食業、旅行業等、本当

に大変な状況にある方のために、今、これ

から、行政書士として何ができるか考える

毎日です。皆様もこれから春に向けて、く

れぐれも体調に気をつけながら過ごしてい

きましょう。 

 

       広報委員 大藤 記 

 

 


