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国 (成年後捌度に関すること� ) 
痴呆置や知的防署砿どの綱神上田鶴曹により.判断能

力が不十分忽方々を係議、支盟vるための~.胆でV. 
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あなだの街の活律家

⑧千葉県行政書士会 

干260-0013'f叢市中長区中央4-13-10

〈千葉県敏育会館本館4・) 
TEL043-227-8009/FAX043-225-8634 

http://www. or.jp/chiba-gyosel.

解決<>ユキマサ〈ん� tで検祭

犯罪収益移転防止法� (平成20年3月1日施行)マネー・口ンダリ ング‘テロ資金供与防止のため、
「本人権認J (運転免許匹、健康保険Eなどの提示)にご協力下さい. 

70119 

http:http://www.or.jp


あなたの街の法律家

田 (各種契約書と内容翻郵便の作成� )

.大切忽お奮さまと血縁々忽トラブルを巡Ijるためにも、

・ヲ巴凋契約・ ・不劃産賓貸借史的・� .011'1史約・ ・金銭

消貸銭俗契約・ ・魁婚協議書 ・公正E衝は亘案)忽どを作

成しましょう.

.円密官証明� aいつどのよう忽内留の叉笛を� r.:.れがだれ

に差し出したかを郵便局b花正明する銅� t主です.� 

.J!<貨の前1l< ・貨盆返還請求 ・3週明同時限 ・備制限旗渡等を

する場合に� li[!眠として残雪ために利用します. 

EiilN Ii司1:.主強制巴吉日ヨilí.il'~~."""，‘日"竃.....羽曹司.，個以ul:iI"io置.

固 (クーリングオフ!こ関するζと ) 

・クーυングオフと"、 定の取弓l形態につき、所定の朋

間円であれば同町理由も必要と也ザ� 8つ‘無条件に契

約を断除するζとができる制度です.

・クーリング	 才フ'" 防問販売怒と拘定切取引の頃合に、

一定期間内主，sぱ 自由に契約を解除できる制度です.

固 (交通事故に関すること� ) 

'ー

イプ 政 士
目 (法人に関するとと	 ) 

新会社i査が胞府され、会社の設立が富里に怒り

定融自治が虹大されました.

・哨式会社会同会� H等忽嶋噛会祉の設立

・臣矧社会福祉注入学綬組合等の述人の~，立

・NPO法人 厳菜室亙玄人宗教活人

.会副記銘可の会計業務


・事多様承継のコンサルテイング及び解散手続� 

E 岡咽i;l町一一…一� 
E司 (営業許認可・事業に関すること� ) 
一一一 事聾(商売}を拍めるには、さまざま悠許認可が品

要に芯りま9.開輩前にぜひと相訪ください. 

.宅地位吻取引猿 .旅行支

.産業廃繁物処i要業 ・食品質袈

・旅館業 ・風俗iS"-{}( クラフ スアヲクUど1 

.掻局経g .、《ット間通事業

・L1金業 .'特殊車両週間許可

.古物商省糞 ・補助金申請


にご相談ください。

固 (自動車・物流lζ関すること� ) 

自動車を保有したり、 貨物や人を運送する事轄を

拍めるには.許認可等町申請手続が必要です. 

暗証明'1.
.同副唯霊鋸封印� t行

・貨物自動車運送・3鹿倉庫業

.旅富自動車還送，!Il;，t


・11物経貨物晴出潤i必勝策

・タクシー介護タクシ� un建
・1型仮代行間必迎行業

.腕自動車解体処理梁
 

eH..'t廃ll'物岨II超級紫
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固 (知的財産権	 ) 

著作帽は 副作o時点で自然発生しますが、著作

権畳録制度を利用することで、商畠化忽どの際に、

腎理しやすくZよります. 

.暫作舵分野

・1菌作権宣録申詰
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・プログラム吾作物喧躍申猶

.苫作柚等管理事JI;登録申請

・著作権者不明等の喝合田誠定申苗� 

ei!l;'{財震権分野

~~~"f相商侃彼等の移鉱宣録安値般の登録申国忽ど

.拠猿分野

・僧函滋に益づく副査室録申罰

.契約交務

著作宿 将齢制Eぬ岬権ミ警の売買、ライセコス契約におlフる

ε註民主
 
EEら明 記:附� i:lil' z	 ・鐙谷駅環事t霊前面調 ・ス札参加資絡審古市勝・� -世必lI'l守司申識変更届 .経営状況分析""

・銅像工耳目 電気D炉 建築す?事務所管著録恕ど
l過失割古1予算出され憧障童tJ'宣払bれます.I 

国 (土地利用に関すること� ) 代理人としての契澗喜作成

国 (国際業務に関すること� ) 	 ・そのほか
分家の居宅を建てるなど腫地をほかの目的に恒用

半導係1，(駒田路¢回陪配訟判開催畳録申踊在留資植の査更在留期聞の更新 永住帰化など する窃古I~許可が必要です。 .自省晶愉入差止命立手続
.外国篠田万との結婚魁婚益子組組芯ど

..'物野晶許可申m ・線発行冶許可申踊
・9!国人由工ンフニアやコック忽どそ雇用したい

・日窓の会社骨淘外支盾 ー外国の会祉の日率支窟
・

・

公共財産周途廃止申碕

国有地払い下げ伊国 ふ ・公til ど花王リ底活用1ti

・渉夕刊戸ln 相陪 受過.U1.1Jど
・戸1ftの届りをしたい� 

難土地の登記申鼠'" 司法書士が活務局で行う手続きです.	
総 千葉県行政書士会

E1;1'ØI.r{iil~'4 …吋 _i~~;t{'l'JJ:…・一 猿土地の調IJ liIlil 測量士や土地家庭調査士が行う業務です.


