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新入会員に期待 

 栃木県行政書士会は、昭和５１年、全国行政書

士会に先駆けて行政書士車庫証明センターを県下

全警察署単位に設立した。 
 この事業は行政書士が社会に認知されていなか

った時代、行政書士を育成し、勧誘を行い、セン

ターを設立。自動車関係団体との協議を重ね、当

時の役員が手弁当で今日の車庫証明センターによ

る共同受注方式を実現した。 
 これは、車庫証明センター方式を実現した事に

留まらず、今日の行政書士が近代化する重要な役

割を果たした。 
 今日、行政に関する人々は行政書士の制度を知

らない者はいなくなった。３０数年前の行政書士

会からは想像もつかない発展ぶりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 しかし、現在の行政書士業務は許認可業務を中

心として発展してきた。現在は個人業者の援助業

務となっているが、これからは企業の経営アドバ

イザーとしての力をつけ、企業の経営顧問として

の役割を担う行政書士を育成する時代になった。 
 一方の行政書士業務である国民の安全と利便を

図る権利義務業務が立ち遅れている。これからの

行政書士は事実証明、権利義務業務を確立する必

要がある。 
 
今、社会は高齢化時代を迎えようとしている。

行政書士は高齢化社会に対応する業務の研究を行

なう必要がある。相続、遺言を始め成年後見の研

究と併せて、著作権法、ＡＤＲそして経営承継法

と新しい業務が目白押しに待ち構えている。 
 相続、遺言業務も行政書士として果たしきれて

いない。これらの業務も研究を深めて行かなけれ

ばならない。新入会員の奮起を期待したい。 
 
一方、行政書士会は行政書士の存在宣伝に力を

注ぐ必要がある。新人の会員がいかに研鑽を積も

うが仕事が受注出来なければ、やがて挫折してし

まう。行政書士会の最大の業務は共同宣伝と行政

書士の品位指導にある。 
  
今年度は、新入会員の協力を得て社会に行政書

士制度の宣伝を行います。 
 会員の皆様、特に新入会員の協力を期待いたし

ます。 
 
 

栃栃木木県県行行政政書書士士会会  会会長長  住住吉吉  和和夫夫  
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平平成成２２２２年年  新新年年知知事事ああいいささつつ  

 
栃木県行政書士会の皆様、あけましておめで

とうございます。 
早いもので、私が知事に就任してから５年余

が経過いたしました。この間、私は、元気で活

力ある“とちぎ”づくりを目指し、対話と協調

による県民中心、市町村重視の県政運営を基本

として、各種施策を積極的に推進して参りまし

た。 
昨年は、当面の最重要課題であります経済・

雇用対策に全力で取り組みましたほか、今月中

に運用を開始する「ドクターヘリ」の導入など

地域医療の確保、通学路の歩道整備や道路の冠

水対策、災害時の拠点となる県有施設や県立学

校などの耐震化対策など、安全・安心への備え

を進めました。また、「有名有力県」への取組と

いたしまして、そば、あゆ、牛乳など魅力ある

地域資源を活用した「食の街道」づくりの推進

や、「いちご情報館」の整備などにより“とちぎ

ブランド”の創造と発信に努めて参りましたほ

か、県民総ぐるみで地球環境の保全に取り組む

ため、「とちぎ環境立県戦略」を策定するなど、

地球と人にやさしい“エコとちぎ”づくり積極

的に推進していくこととしたところであります。 
しかしながら、本経済は、引き続き厳しい状

況が続いています。また、申し上げるまでもな

く、人口減少社会の到来、経済のグローバル化、

高度情報化の進展や地球環境問題の深刻化など、

私たちを取り巻く社会経済情勢は大きく変化し

ています。さらに、本県財政は、財政調整的基

金が今年度末には３０億円にまで減少し、今後

も毎年度３００億円を超える財源不足が見込ま

れるなど、かつて経験したことのない、極めて

厳しい状況にありますほか、「住民に身近な行政

は地方で」という考え方のもと、国と地方の役

割分担を抜本的に見直す第二期地方分権改革も、

まさに正念場を迎えています。 
こうした状況にある中で、時代の潮流を的確

に捉え、将来をしっかりと見据えた県政運営を

行っていくことが極めて重要となって参ります。

このため、昨年１０月に策定した「とちぎ未来

開拓プログラム」に基づき、内部努力の徹底、

歳入の確保や行政経費の削減など行財政全般に 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
わたる取組を進め、県政運営の土台となる財政

基盤の立て直しを図りますとともに、「平成２２

年度政策経営基本方針」により、すべての活動

の原動力となる「人づくり」を政策の基本に据

え、「経済・雇用対策」、「協働による地域づくり」

や「安心な地域社会の実現」といった課題に重

点的に取り組むなど、事業の選択と集中を図り、

最終年度を迎える総合計画「とちぎ元気プラン」

の総仕上げを図って参ります。 
また、現在、これからの“とちぎ”づくりを

推進するため、平成２３年度を初年度とする新

しい総合計画の策定に取り組んでおりますが、

新しい総合計画におきましては、県民の皆様と

ともに目指すべき“とちぎ”の将来像をしっか

りとお示しし、将来に向けて夢と希望を持って

いただける“とちぎ”の実現を目指して参りた

いと考えておりますので、栃木県行政書士会の

皆様には、より一層の御理解と御支援をお願い

申し上げます。 
年の初めに当たり、私の所信を申し上げます

とともに、本年が皆様にとって素晴らしい年と

なりますことをお祈り申し上げまして、新年の

ごあいさつといたします。 
 
平成２２年１月 

栃木県知事 福田富一 
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新新春春ごごああいいささつつ                    栃栃木木県県議議会会議議長長  青青木木克克明明 

新年おめでとうございます。 
私は、昨年三月の議長就任以来、諸先輩方が築き上げた県議会の歴史と伝統

を踏まえ、議会改革を推進し公正・中立で円滑な議会運営に全力で取り組んで

参りました。現在、百年に一度とも言われる世界的な金融危機の深刻化に伴い、

我が国の経済状況は急速に悪化し、厳しい状況が続いております。本県も例外

ではなく、経済・雇用情勢はもちろんのこと、県財政におきましても、大変厳

しい状況です。 
このため、県議会といたしましては、財政健全化のための「とちぎ未来開拓

プログラム」の策定に際し十分検討を重ね、昨年十月に知事に提言を行いまし

た。また、経済対策・雇用問題などに積極的に取り組み、県民の皆様が夢と希

望を持ち続けられるような社会、次の時代を担う若い人たちが安心して子どもを産み育てられる社会

の実現に努めて参ります。どうか皆様方におかれましては、今後とも県政に対する御支援と御協力を

賜りますようお願い申し上げます。 
年頭に当たり、栃木県行政書士会のますますの御発展と、皆様方の御健勝・御多幸を御祈念申し上

げ、新年の御挨拶といたします。 
 

新新春春ののごごああいいささつつ           栃栃木木県県市市長長会会会会長長  大大田田原原市市長長  千千保保一一夫夫 

新年明けましておめでとうございます。 
２０１０年の年頭にあたり、県内市長を代表いたしましてごあいさつ申

し上げます。 
さて、今日のように多様な話題が山積みする中、特に高齢者人口の増加、

家族制度の移り変わりなど、高齢者を取り巻く環境は複雑化し、高齢者福

祉の問題が大きく取り上げられております。認知症患者の増加も大きな社

会問題となっている中で、成年後見制度は重要な役割を担っております。

貴会におかれましては、成年後見研修会等の実施を行うなど日々研鑽を重

ねられ、無料相談をはじめとした高齢者等の安全安心な暮らしのために積

極的に貢献されていることは、誠に感謝にたえません。 
栃木県行政書士会の皆様には、地域住民と行政とのパイプ役として、今後より一層のご協力を賜り

ますようお願い申し上げますとともに、会員の皆様のご健勝をお祈り申し上げまして、新年のごあい

さつといたします。 
 

新新春春ののごごああいいささつつ                     宇宇都都宮宮市市長長  佐佐藤藤栄栄一一  
１００年に一度といわれる経済不況の影響を受け，本市においても，今後極

めて厳しい行財政運営が続くものと予測しております。 
私は，このような状況を，都市の力を磨くための好機と捉え，これまでの取

組や仕組みを抜本的に見直し，この閉塞感を打ち破り，市民の皆さまに明るい

未来への希望を持っていただける年にしていきたいと考えております。 
そのため，これまで以上に果敢に行財政改革の取組を断行しながら，不透明

な社会経済状況にあっても，市民ニーズに的確に対応できる行政経営に努めて

まいります。また，経済対策に継続して取り組むとともに，「第５次総合計画」

に掲げた「幸せ力」「ブランド力」「底力」をアップする取組を通して，１０

０年先も活力ある発展が続く持続可能な都市の確立を図ってまいります。 

そして，本市のブランドメッセージ「住めば愉快だ 宇都宮」を多くの方々に実感していただける

よう，愉快さを感じ誇りを持てるような魅力と活力に満ちたまちづくりに，市民の皆さまと一丸とな

って取り組んでまいります。 
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新新春春ののごごああいいささつつ      栃栃木木県県市市議議会会議議長長会会長長（（矢矢板板市市議議会会議議長長））  渡渡邉邉孝孝一一  
新年あけましておめでとうございます。 
希望に満ちた輝かしい平成２２年の新春を、お健やかにお迎えのこと

と心からお慶び申し上げます。 
昨年は、夏の選挙で、政権担当政党が替わり、新たな政策理念のもと、

鳩山内閣が誕生しました。しかし、日本経済は、物価下落のデフレスパ

イラルに陥り、また、急激な円高で景気の底が見えず、金融不安が漂っ

ております。 
一方では、少子高齢化が一段と進み、複雑多岐な社会は高齢者にとっ

て生活しにくく、社会全体で高齢者を支援していかねばなりません。 
このような中、相続や遺言の相談等、行政書士の皆さんの担う役割は

大きく、社会貢献が期待されております。これらの期待に応えるべく、

より豊かな住みよい社会を目指した皆様の益々の活躍と、新しい年が素晴らしい年となりますことを

ご祈念申し上げ、新春のご挨拶といたします。 
２０１０年 元旦 

 

新新春春ののごごああいいささつつ                   栃栃木木県県町町村村会会長長  古古口口達達也也  
新年明けましておめでとうございます。 
行政書士会の皆様には、健やかな初春をお迎えのこととお慶び申し上げ

ます。 
御承知のとおり、我が国はデフレ懸念が強まる中、国・地方とも厳しい

財政運営を強いられております。 
とりわけ町村を取り巻く環境は、市町村合併、少子高齢化の進行、農林

業の衰退等、非常に厳しいものがありますが、私共は、地域の実情に沿っ

た個性溢れるまちづくりを展開していくことが何よりも重要であると考え、

全力を傾注すべく決意を新たにしております。 
行政書士会におかれましては、昨年９月に行政書士相談センターを開設

され、成年後見業務など高齢化社会に向けた業務の拡大や専門性を高める

ための研鑽を重ねられており、「街の法律家」として住民と行政のパイプ役である皆様の活動に、一層

の期待を寄せるものであります。 
新たな年を迎え、栃木県行政書士会の更なるご発展をご祈念申し上げ、新春のごあいさつといたし

ます。 
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寅年の初夢 

佐野支部  須永 威 

虎は千里行って千里帰

る 
虎は千里行って千里戻

る 
虎は一日に千里を走る 
虎は千里の藪を越す 
虎は子を思うて千里を

帰る 
「意味」 
（１）獣の王様である虎は、一日に千里の距離を

走り千里戻ってくることができるほど優れた

行動力を持っているといわれることから人や

ものの勢いが非常に盛んな様子のたとえ。 
（２）虎は一日に千里の距離を走るが巣穴にいる

自分の子供を思ってまた千里を走って帰って

くる。親が子を思う気持ちの強さをたとえた

ことば。 
６回目の年男を迎えたが、これまでの人生を振

り返ると常に「無から有」のチャレンジを繰り返

し今日がある。友人から行動力があるねとよく言

われる。 
初夢をみた。正副会長、部長、委員長、支部長

会議で「事業仕分け」を行っている風景である。

「事業仕分けによるムダの削減は」栃木県行政書

士会でも実現するかも－－－－ 

 
 
新年の抱負 

小山支部  土方 美代 

 新年の抱負を尋ねら

れると、昨年までは、

仕事の成功や自身のキ

ャリアアップと答えて

きましたが、なぜか今

年は、心穏やかに平穏

な日常が送れますよう

にと、切に祈っている

私がいました。 
簡単なようで一番贅

沢な願い？目標なのかもしれません。 
 心が穏やかな水面の様なら、落ち葉一枚の振動

にも気づくことができる。些細な変化も感じるこ

とができる。一生懸命、がむしゃらに生きること

によって得るものも多いですが、波立った水面で

は気づけなかった、見落としていた大切な何かが

きっとあるはず。 
 今年は、その大切な何かを見落とさない為にも、

心穏やかに、肌で風を感じることができる人間に

成長していきたいと思います。 
 
 
寅年にあたっての思い 

宇都宮支部  齋藤 昭二 

新年あけましておめ

でとうございます。今

年が年男になるのか、

と思うと月日の過ぎ去

るのがなんと早いもの

かと思うものです。私

が育つ頃は、日本の経

済成長が世界からうら

やましがられエコノミ

ックアニマルなどということばがありましたが、

これからの日本の経済を思うと何かと心配がつき

ません。この思いは私ひとりだけではないでしょ

うが、日本がやはり世界をリードしていく時代を

回復してほしいものです。これからもみなさま、

この不景気に負けず元気よく過ごして生きたいも

のです。本年も行政書士会員及び関係者の方々が

ますますご発展、ご活躍されますことを祈念して

おります。 
 

年男年女のみなさん 
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寅年雑感 

佐野支部  岩崎 賢 

 新年おめでとうご

ざいます。寅の年の

巡り合わせは安泰と

いわれていますので

一年を通して平穏で

ありますことを願っ

ています。 
 虎は、獣の王です

が体の模様は山野に

身を隠す保護色となっています。人の世でいえば、

威圧する力を持ちながら人々と仲良く平穏な日々

を送るということでしょうか。 
 古くから、人生は１２年でプログラムが更新さ

れて、新たな暮らしが始まるとされています。年

男となって、与えられた責務を自らの人生と人の

ために一つ一つ果たしていきたいと思っています。 
 会員の方々のご健勝とご繁栄を祈念申し上げま

す。 
 
 
 
「裁判員制度」の本当の目的は？ 

神原 邦雄 

この制度の目的は「社

会常識」を裁判に反映さ

せる為、といわれていま

す。ところが、社会常識

に一番近いところの行政

事件や民事事件ではなく、

普通の生活とは程遠い、

殺人等の重大刑事事件を

対象にする、という不可

解さ。それも一審だけで、

後は「社会常識」を必要としないらしい。更に、

裁判所からの呼び出しを辞退したくても、「社会常

識」的な理由では、認めてもらえません。そこで

仕方なく引き受けると、反対給付のような厳しい

罰則規定が沢山用意してあります。「社会常識」と

かけ離れた方法で人を集めて、そこに「社会常識」

を求めるという矛盾。こうまでして市民を参加さ

せる本当の目的は何であろうか。「動員」という言

葉が脳裏を掠め、不気味さを感じます。 
 

 

 
「年男」 

日光支部  林 正六 

新年おめでとう

ございます。 
今年は寅年、遂に

節目の年が来てしま

いました。還暦とい

われてもなんとも実

感が沸きません。未

だに気持ちは青年の

ままです。ただ体の

方は正直で嘘をいい

ません。目は遠視になってしまい、メガネなしで

は文字は読めせんし、かといって農作業するとき

なんかは邪魔になり煩わしくてなりません。髪の

毛もずいぶん薄くなりました。気持ちと体の整合

性はいつになったらとれるんでしょうか。 
私の誕生日は１月１日。けっこう身近にも同じ

日だという人がいますね。ですがこれが逆に災い

して誕生日のお祝いをしてもらったことが一度も

ありません。今年はこの節目でなにか記念になる

ようなことをしたいと思っていますが、じっくり

考えてからなどと言っているせいかなかなか良い

ことが思いつきません。 

行政書士の仕事を始めて２年目、まだ別に仕事

もしていますので、本格的な仕事はできていませ

ん。本当に勉強中の身です。この仕事に携わって

よく判りましたのは、同業者同士の助け合いがあ

るということ。他ではあまり考えられません。普

通同業者間では本音で言えば競争相手でしかあり

ません。系列や手を組んでいる場合以外は別です

が。 

それと依頼者との関係です。初めての依頼者が

多いのですが、何度か話しを聞く場合が多く親密

な関係を築きながら仕事ができるということがあ

ります。親身な対応ができれば感謝されながら仕

事もできるのではないでしょうか。 
そんなことを考えながら、今年こそ節目の年、

書士会の講座をもっと受講しもっともっと勉強を

し幅広い依頼にも応じられるようにしたいと思っ

ていますので、会員の皆様方からのご指導ご鞭撻

よろしくお願い申し上げます。 
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『沈まぬ太陽』を見て 

小山支部  小島 孝雄 

昨年１１月山崎豊

子原作による映画

『沈まぬ太陽』を見

て参りました。昨今

新聞を賑わせており

ます某航空会社を題

材としたものですが、

原作とも異なった切

り口に非常に感銘を

受けました。主人公が、会社のいじめとも言える

左遷に耐えながら、自分の信念を貫くその姿は、

決して真似のできない素晴らしいものです。ラス

トシーンのアフリカの大地に沈みゆく真っ赤な太

陽をバックにした主人公の語り口は、今でも心に

残っております。 
映画館には、平日にもかかわらず、年配の方々

が数多く見受けられ、この映画への関心の高さが

感じられました。現在検討されている企業年金の

削減の問題とも相まって、今日の社会の縮図とも

言える作品ではないかと考えさせられました。 
 
 
 
 
 
寅年所感 

宇都宮支部  橋本 伸治 

入会して１２年目、

寅年４巡目を迎えま

す。昨年の総会にお

いて登録１０年表彰

を受けましたが、行

政書士制度発展に何

の寄与もしていない

自分がこのような栄

に浴して良いものか、

己に対して甚だ疑問

でした。 

 寅年は世間一般から「気が強い、我が強い」と

よく言われます。確かに我が身を振り返ると当て

はまるな、と妙に得心します。父も妻も実は寅年。

家族で集まったりするとお互い我が強く、周りが

困っている気配を時々感じたりしたものでした。 

  
 

宇都宮支部・参議院議員  簗瀬 進 

輝ける新年の幕開け

をお慶び申し上げます。 

昨年は、戦後およそ

６０年、政権担当政党

がほぼ変わることなく、

政治が続いてきたこの

国において、初めて国

民が投票によって「チ

ェンジ」を選択し、政

権交代が実現しました。

これは戦後政治史にお

いて、革命とも言える

ような非常に大きな出来事であったと思います。 

現在、鳩山内閣は、経済・財政等様々に困難な

状況の中、限られた財源の中で景気対策、社会保

障対策に全力を挙げております。私もその中で、

国家運営の根幹を成す予算案の審議はもとより、

国政のあらゆる重要事項についての審議が行われ

る参議院予算委員会の委員長として取り組みを行

っております。２０１０年も、参議院予算委員長、

また、行政書士制度推進議員連盟副会長として

様々な活動に全力を挙げて参ります。本年もどう

ぞ宜しくお願い致します。 

 

 
 
 
しかし、私たちの仕事はクライアントからのご

相談を親身に聴いて差し上げる姿勢が求められる

のではないでしょうか。中にはとんでもない理屈

で相談に来られる方もいますが、兼業資格でＡＤ

Ｒのミディエーションをよくやっており、そんな

執務を長年続けていますと、辛抱強くなるという

か、我を押さえられるようになり、自分ながら「昔

ならガツンと言い返したのに丸くなったものだな

ぁ」と感じたりするこの頃です。 

 ＪＡＺＺが好きなものですから、ストレスが貯

まるとよく音楽の世界に没頭するのですが、家庭

サービスも妻からねだられ、寅の勢いはますます

影を潜めるばかりです。でもそれが周りの幸せに

繋がるのであれば、良しとすべきなのでしょう。 

 末筆ながら、行政書士制度の益々の発展と会員

諸兄のご多幸を祈念し、年頭に寄せる言葉としま

す。 
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今回は、行政書士の本来的な主たる業務の一つ

である行政法分野の手続における「聴聞・弁明の

機会の付与その他の意見陳述のための手続におい

て当該官公署に対してする行為についての代理業

務」を取り上げます。この業務は、行政書士の法

定業務として平成２０年７月１日に施行された

「行政書士法の一部を改正する法律」（平成２０年

法律第３号）によって、確認的規定として行政書

士法第１条の３第１号において明確に位置付けら

れました。多くの行政書士がこの業務に携わるこ

とで、国民の権利利益の保護に寄与するとともに、

「行政書士は行政法の専門家」であることが広く

知れ渡ることが期待されます。 
なお、本稿は筆者の個人的な見解を述べたもの

であり、行政書士に関係する各種団体等の公式的

な見解を記したものではないことを御了承願いま

す。 
 

１． 行政手続法(Administrative Procedure Act) 
平成２１年１１月１３日付・日行連発第８９０

号「聴聞・弁明手続代理業務の適正な遂行につい

て」と題した通知において「聴聞、弁明の機会の

付与の手続は、行政庁が許可取消等の不利益処分

をしようとする場合に行う意見陳述のための手続

である」とされています。その意見陳述のための

手続について規定している行政手続法（以下、「行

手法」といいます。）は、処分、行政指導及び届出

に関する手続等について、行政運営における公正

の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利

利益の保護に資することを目的とする行政手続に

関する一般法です（行手法第１条）。 
日本の行政法は伝統的に大陸法（特にドイツ行

政法学）の影響を受けて行政実体法における適法

な結果に重心を置くような見解に立っていました

が、戦後は行政の執行において法の適正な手続を

重視する英米法的な思考（Due process of law）、

すなわち法による適正な手続きが適正な結果を保

障するという考え方に変化し（宮田三郎著『行政

法の基礎知識(3)』〔信山出版、2005 年〕4 頁）、

いわゆる手続的法治国家の要素としての英米にお

ける法の支配(Rule of Law)の思想や外圧の影響

もあって、行手法は事後の行政救済の制度を定め

た行政不服審査法の制定から約３０年以上も遅れ

て、ようやく平成５年に成立し、平成６年に施行

されました。（阿部泰隆著『行政法解釈学Ⅱ』実効

的な行政救済の法システム創造の法理論〔有斐閣、

2009 年〕5～16 頁） 

行手法は、なされる行政処分を基準とすれば、

その事前の行政手続に関する法律ではありますが、

違法または不当な行政権力に対する事前の救済制

度の機能を有することから、「広義における行政救

済法(Administrative Remedy Law)」として捉え

ることもできます。 
 

２．行政処分の手続 
行政処分(Administrative Disposition)の手続

は、行手法において「申請に対する処分」と「不

利益処分」に二分して規定されています。 
 

意見陳述等の手続 
（個別法等による） 

 

 
【申請に対する処分】

（行手法第２章） 
 

 
聴  聞 

（行手法第３章第２節） 
 

 
 
 

行

政

処

分

の

手

続

 

 
弁明の機会の付与 

（行手法第３章第３節） 
 

 
 
 

 
【 不 利 益 処 分 】

（行手法第３章） 
 

３．申請に対する処分に関する手続 
申 請 に 対 す る 処 分 (Disposition upon 

Application)とは、例えば自動車の運転免許の交

付や建設業、産業廃棄物収集運搬業の許可の営業

許可などのように申請者が法令に基づいて、自ら

に対し何らかの利益を付与するように求める申請

の行為に対して、行政庁がその申請を認めるか否

かを応答する義務が予定されている行政庁の処分

をいいます。（行手法第２条第２号及び第３号） 
行手法における「申請に対する処分」について

の規定は、①許可にあたっての審査の基準の設定

と公表の義務（行手法第５条）、②審査の処理にか

かる標準処理期間の設定と公表（行手法第６条）、

③申請が到達したときにただちに審査を開始する

義務（行手法第７条）、④拒否処分をする場合に理

由を提示する義務（行手法第８条）、⑤申請者の求

めに応じ、審査の状況等を示す情報の提供（行手

法第９条）があります。 
なお、行手法第７条では「申請がその事務所に

到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始し

なければならず」と規定していることから、行政

庁は、たとえ拒否処分になることが予想される申

請であっても、その申請の受付を拒否(Reject)する

意見を十分

に参酌 

聴聴聞聞・・弁弁明明のの機機会会のの付付与与そそのの他他のの意意見見陳陳述述ののたためめのの手手続続ににおおいいてて
当当該該官官公公署署にに対対ししててすするる行行為為ににつついいててのの代代理理業業務務
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専門業務指導員 
青 木 裕 一

ことは許されないため、申請者の「申請権」を広

く保障する役割も果たしています。 
行手法では、許認可等の申請に対する拒否処分

は不利益処分にあたらないので、一般的に意見陳

述のための手続は不要とされています。申請者は

申請の時点で、自らの意見を言い尽くしているた

め、拒否処分の前に改めて意見陳述の機会を与え

る必要は無いというのが、その理由であると言わ

れています。ただし、個別法においては、「申請に

対する拒否処分に係る処分前手続」の規定が設け

られている場合があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※行政書士が行政手続の包括的な代理人となる場合 
 

例えば、道路交通法第９０条第４項では免許の

拒否等をしようとするときに、運転免許試験に合

格した者に対し、「弁明及び有利な証拠の提出の機

会を与えなければならない」との規定や「著作権

等管理事業」を行おうとする者の登録申請に関し

著作権等管理事業法第６条第１項の規定により

「登録を拒否しようとするときは・・・当該登録

申請者に対し相当の期間を指定して弁明の機会を

与えるものとする」（著作権等管理事業法施行規則

第７条）との規定があります。行政書士法第１条

の３第１号の定めは、行政書士業務である許認可

等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の

手続その他の意見陳述のための手続において当該

官公署に対してする行為について代理することに

関して、不利益処分だけに限定していませんので、

このような個別法の規定による申請に対する拒否

処分に係る処分前手続としての弁明の機会の付与

や有利な証拠の提出の機会の付与等を含む意見陳

述の代理も行政書士の法定業務の範囲内にあるも

のと考えます。 
また、保険業法第２７６条における「特定保険

募集人（生命保険募集人等を除く）」の登録に関し

て、同法第２７９条第２項では「登録を拒否しよ

うとするときは・・・その職員をして、当該登録

申請者について意見の聴取を行わせなければなら

ない」と規定しています。同様に、公共工事の前

払金保証事業に関する法律第３条に基づく「前払

金保証事業」の営業の登録に関しても同法第６条

第２項において、登録を拒否しようとするときに

登録申請者について意見の聴取の手続に関する規

定があります。これらの意見の聴取の手続にあた

って意見陳述を代理することは、行政書士法第１

条の３第１号における「意見陳述のための手続に

おいて官公署に対してする行為について代理する

こと」に該当することから、申請に対する拒否処

分に係る処分前手続としての意見の聴取の手続に

おいて意見陳述を代理することについても行政書

士の法定業務の範疇にあるものと解釈できます。 
なお、営業の許認可等の申請に対する拒否処分

は基本的人権の侵害となる場合もありますので、

そのような場合に個別法において「申請に対する

拒否処分に係る処分前手続」が規定されていない

ときには、必要に応じて行手法第９条に基づき行

政書士が申請審査情報を代理照会して審査の状況

を確認し、許認可等に係る申請に対する処分の決

定について、その処分がなされる前に添付書類等

の提出や要望等の意見陳述をするなどの手続の行

為を代理する方法が考えられます。（兼子仁著『行

政書士法コンメンタール』第 3 版〔北樹出版、2008
年〕39～42 頁） 

次回は、「不利益処分

(Adverse Disposition)」に

関する意見陳述の手続にお

いて官公署に対してする行

為の代理等についての業務

特集を予定しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

行

政

庁

（
代
理
人
）
行

政

書

士 

申

請

者

申請の行為 

委任 

③審査・ 
応答義務 

⑤審査状況等

の情報提供 

④拒否処

分の理由 
提示義務 

①審査基準の 
設定・公表義務 

②標準処理期間の 
設定・公表 

受任 

意見陳述等 
(個別法等 
による) 
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日 予  定 時  間 主  催 

1 月 (ＩＣＴ)ＣＡＤ研修会 13:30～ ＩＣＴ 
2 火 総務部会 13:30～ 総務部 
3 水 総務部会 13:30～ 総務部 
4 木 制度推進部会 13:30～ 制度推進部 
8 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 宇都宮支部 

編集会議 13:30～ 広報部 9 火 
会計精査 13:30～ 財務経理部 
ＴＩＡ相談会 10:00～ 総務部 10 水 
外国人在留資格相談（於：足利市生涯学習センター会議室） 13:30～16:30 足利支部 

15 月 宇都宮市国際交流協会無料相談会 
（於：うつのみや表参道スクエア５階国際交流プラザ） 

15:00～17:00 宇都宮支部 

16 火 行政書士基礎講座 
「はじめての産廃」（行政書士 青木裕一） 

13:30～ 業務研修部 

19 金 支部研修「農地転用の実務と農地法改正について」 
（於：西那須野公民館）※他支部からの参加も可能ですので、

詳細は那須支部事務局 欠端会員（電話0287-46-7527）まで 
お問い合わせください。 

14:00～16:00 那須支部 

22 月 行政書士成年後見制度支援開始記念 

 高齢者あんしん講演会（於：宇都宮市文化会館小ホール）

12:40～ 栃木県 
行政書士会 

 
 
 
 
 

日行連理事 前澤眞一     
 
1. １１月理事会 平成２１年１１月１８日（水） 

主な議案 
 連合会事務局組織規則の一部改正 
 選挙管理委員会委員の追加委嘱 
 特定預金積み立てによる国債の購入について等 

 報告事項 
  法改正重点要望項目 
  各部の専門委員の登用 
  制度６０周年記念事業 
  韓国戸籍法改正に伴う家族関係証明書等の取得について 
  平成２２年１月理事会・賀詞交歓会等の予定について 
  グループウエアーの導入について 
 協議事項 
  成年後見制度一般社団法人設立について 
 
 

日行連だより 

栃木県行政書士会カレンダー（２月） 
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2. 第３業務部業務開拓グループの活動について 
知的資産経営・事業承継・第二会社方式による企業再生の研究 
 研修会の開催、パンフレット作成配布 

→各単位会への周知と関係団体（各銀行、各商工会、商工会議所等）へ

のアプローチ 
経済産業省・中小企業庁、中小企業基盤整備機構、全国地方銀行協会、 
全国中小企業団体中央会、全国信用金庫協会等と協議 

   
ソーシャルビジネス（経済産業省）＆野菜工場をはじめとした農商工連携の研究等の中に 
存在する行政書士の業務の開拓を研究 

 
 
 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（実費）。             
 

 
 

他他会会のの動動ききダダイイジジェェスストト 

・鬼怒川温泉にて研修旅行と第28回総合大会を盛大に開催 埼玉会 

・寸劇「ザ・相続－親の心、子知らず」が北海道新聞・函館新聞に大きく報道！ 北海道会 

・行政書士ＡＤＲセンター新潟の手続実施・運営に関する協定書締結 新潟会 

 
 
 
 
 
 平成２１年１２月１５日より、「農地法等の一部を改正する法律」（平成２１年法律第５７号）が施行され

ました。関係政省令等を含めた概要及び新旧対照条文、事務ガイドラインの改訂について、農林水産省ＨＰ

に参考資料が掲載されております。 
 
＜農水省ＨＰ＞ホーム > 経営 > 農地・構造改善 > 農地法等の一部改正      

http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kaikaku/index.html 

日行連№ 受信日付 文書の表題 備考 
事務連絡 H21.12. 9 農地法等の一部を改正する法律の施行日について  

  H21.12. 9 
規制改革会議「更なる規制改革の推進に向けて～今後の改革課題

～」 

 

事務連絡 H21.12.10 農地法等の一部改正法の農水省ＨＰ参考情報について  
事務連絡 H21.12.28 建設業法施行規則等の一部改正パブリックコメントについて  
1068 H21.12.28 特車オンライン申請システムの利用停止について  
1074 H21.12.28 平成２１年改正著作権法の施行について  

1078 H21.12.28 

自動車保有関係手続きのワンストップサービス申請に係る「まと

め払い」及び「一括利用」の新規利用希望会員の取りまとめにつ

いて 

 

農農地地法法等等のの一一部部改改正正法法のの農農水水省省ＨＨＰＰ参参考考情情報報ににつついいてて  
                                                                                                  ～～日日行行連連よよりり～～  
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 栃木県からの宇都宮市、足利市、栃木市及び小山市に対する農地法等に係る許可権限等の一部移譲につい

て、「農地法等の一部を改正する法律（平成２１年法律第５７号）」が施行されることに伴い、標記条例の

一部を改正し、改正法施行日から施行することになりました。 

 この件についての資料、移譲事務一覧につきましては、栃木県行政書士会ホームページ会員専用トピック

スにてご覧いただけます。 

 

 
 
 
 
 平成２１年６月１２日に著作権法の一部を改正する法律が第１７１回通常国会において可決成立しました。

一部を除き平成２２年１月１日から施行されます。 
 今回の著作権法の改正は、明治３２年制定の旧著作権法を昭和４５年に全面改正して以来の大規模な改正

となります。詳しくは、下記ＵＲＬサイトをご覧ください。 
 
「文化庁 著作権 著作権制度に関する情報 著作権制度の解説資料 最近の法改正について 平成２１年通常

国会 著作権法改正について」 
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html 

 

 
 
 
 
 平成２２年２月２２日『行政書士記念日』に行政書士の業務を広く全国にアピールするため、３０秒ＣＭ

を１週間に２回、ＴＢＳ系全国ネットワーク番組で放送することになりました。 
 
≪放送予定①≫ 
２月１７日（水）２１：００－２１：５４「赤かぶ検事～京都篇～」枠内（３０秒ＣＭ１回） 

 

≪放送予定②≫ 
２月１５日（月）～１９日（金）の朝帯又は昼帯（放送時間・番組は未定、３０秒ＣＭ１回） 

 

 

農農地地法法等等改改正正にに伴伴うう「「栃栃木木県県知知事事のの権権限限にに属属すするる事事務務のの処処理理のの特特例例にに
関関すするる条条例例」」のの一一部部改改正正ににつついいてて                                    ～～栃栃木木県県農農政政部部よよりり～～  

平平成成２２１１年年改改正正著著作作権権法法のの施施行行ににつついいてて
                                                                                                  ～～日日行行連連よよりり～～  

平平成成２２２２年年行行政政書書士士記記念念日日テテレレビビＣＣＭＭ全全国国放放送送ににつついいてて  
                                                                                                  ～～日日行行連連よよりり～～  

ドラマ 

特上カバチ！！ 

放送開始！ 

 

２００１年に放送され、行政書士の認知度を大幅にアップ

させたドラマ「カバチタレ！」。放送終了後も原作コミックで

は続編が連載され、ドラマ化が待たれていましたが、ついに

実現！ 
主人公の行政書士補助者・田村勝弘役にアイドルグループ

「嵐」の櫻井翔さん。気の強い女性行政書士・住吉美寿々役

に女優の堀北真希さんをキャスティング。今回も高視聴率が

期待されます。放送は１月１７日より毎週日曜日、夜９時か

ら（ＴＢＳ）です。



特車オンライン申請システムの機器更新に伴う

　システム利用停止のお知らせ

申請者の皆様へ

　将来の申請利用者数増加に対応した性能確保と、申請書作成処理時間の短縮を目的

とした、システム機器更新の実施に伴い、下記の①②それぞれの期間で特車オン
ライン申請システムの利用ができなくなります。大変ご迷惑をおかけしますがご協
力をお願いします。　なお、システム停止に伴い通常よりも審査日数が伸びる可能性もあ
りますので、早めの申請等にご協力をお願いします。

　平成２２年１月３０日（土）９時～　　　　　　　
　　　　　　　　　　　２月２日（火）９時まで（予定）※

①　特車システムの全面停止

※作業の進捗により予定より早く終了する場合は、作業終了予定時刻
　　を「オンライン申請の紹介ページ」でお知らせします。

上記期間中は、オンラインによる下記全ての機能が利用できなくなります。
　　　　・申請データの作成　・申請データの送信　・申請状況の照会　
　　　　・許可証の受領　　　 ・簡易算定　　　　　

　○停止期間中の作業の進捗状況については、「オンライン申請の紹介ページ」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でお知らせします。　

　○システム停止に関する、事前のお問い合わせは「特車運用事務局」
　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：048-601-3223（平日９:15～１８：００）　にお願いします。

http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/index.html

Emill：info@tokusya.net

②　停止対象窓口への申請データ送信の停止

停止対象窓口  停 止 予 定 期 間  
北海道開発局管内  平成２２年 ３月 ３日（水）９時 ～ ３月 ４日（木）１５時まで（予定） 

東北地方整備局管内  平成２２年 ２月１７日（水）９時 ～ ２月１８日（木）１５時まで（予定） 
北陸地方整備局管内  平成２２年 ２月２４日（水）９時 ～ ２月２５日（木）１５時まで（予定） 
中部地方整備局管内  平成２２年 ２月１０日（水）９時 ～ ２月１１日（木）１５時まで（予定） 
近畿地方整備局管内  平成２２年 ２月１７日（水）９時 ～ ２月１８日（木）１５時まで（予定） 
中国地方整備局管内  平成２２年 ２月２４日（水）９時 ～ ２月２５日（木）１５時まで（予定） 
四国地方整備局管内  平成２２年 ３月１０日（水）９時 ～ ３月１１日（木）１５時まで（予定） 
九州地方整備局管内  平成２２年 ３月 ３日（水）９時 ～ ３月 ４日（木）１５時まで（予定） 
沖縄総合事務局管内  平成２２年 ３月１０日（水）９時 ～ ３月１１日（木）１５時まで（予定） 

 

　停止予定期間中、停止対象窓口に対する申請データの送信のみができません。
　 それ以外の窓口へのデータ送信及び申請データの作成等他の機能は、通常通り利用可能です。

各管内の窓口については　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を参照下さい。http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/road/tokusya/tsuko_o/index.htm
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今月の「おじゃましま～す！」は、栃木支部の

『風間洋先生』の事務所を訪ねました。先生の事

務所は、北関東自動車道「壬生ＩＣ」や東武線「お

もちゃのまち駅」に程近く、遠方からのアクセス

にも便利な場所にあります。 
 今回は「外国人関係専門」「穏やかで紳士的」と

いった、風間先生に対する私の勝手な思い込みが

打ち砕かれるとは思いもよりませんでした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏 名 風間 洋（かざま ひろし） 
事務所 下都賀郡壬生町幸町１－２－３ 
登 録 昭和６２年３月９日 
 
・行政書士になられたきっかけは何ですか？ 
「大学で得た知識や資格を生かそうと考えたとき、

行政書士だと思ったことです。行政書士兼社労士

事務所勤務を経て、独立開業しました」 
 
・得意業務は何ですか？ 
「建設業に関連する手続きと、外国人関係ですね」 
 
・どうやって得意業務を確立されたのですか？ 
「建設業については、行政書士兼社労士事務所勤

務時代の経験を生かすことができました。同年代

の他士業の仲間が持てたのも大きいと思います。

外国人関係については、東京入国管理局宇都宮出

張所ができたのを機に、本格的に取り組むように

なりました」 
 
 
 

・行政書士の魅力は何ですか？ 
「お手伝いした手続きによって、許可や権利など、

何かを得たお客様の喜びを直接、感じることがで

きることですね。特に外国人関係については、要

件に当てはまるかどうか、判断が難しいケースも

あり、そういった際に自分の信じた手続きが実を

結んだ時の喜びは、言葉では言い表せないものが

あります」 
 
・お忙しそうですが、休日は、どのように過ごさ

れていますか？ 
「子供と遊ぶことが多くなりました。昔は、波乗

り、バイク、スノーボードとアウトドアスポーツ

を楽しむ一方、クイズ番組が好きで、１０回以上、

クイズ番組に出たこともあります。某クイズ番組

では、アメリカに行ったりもしました」 
 
・新年を迎えたところで、これからの抱負につい

てお聞かせ下さい。 
「新規業務・新規顧客の開拓も大切ですが、既存

顧客にとって有益となる様々な提案をしたり、得

意業務にさらに磨きをかけたり、足元を見据えた

業務を心がけることですね。そして、それが収益

増につながり、従業員増強につながり、さらに多

くのお客様の喜びを創り出すことができるように

なれば、言うことはありません」 
 
 外国人関係専門だと思っていたら、実は建設業

などの許認可も得意、穏やかな口調からは想像も

つかないスポーツマンでありながら、クイズも得

意と、行政書士業務も、趣味も幅広い、風間先生

の意外な一面に驚かされました。 
 
 今回もまた、一生かかってもこの先生には追い

つけそうもないな、と思い知らされてしまいまし

た。 
 まずは、偉大な先生たちが作り上げてきたもの

を、守っていくことに専念しようと心に誓うので

した。 
 長時間、ありがとうございました。 
 

（芳賀支局長 栁知明） 

おじゃましま～す！ おじゃましま～す！ 会員事務所訪問コーナー 



 本県特産の「かんぴょう」を丸ごと粉末

にして、食材として新たな利用を探るプロ

ジェクトが、いま注目を集めている。地域

の農産物の生産を守り、全国に誇れる特産

品を維持するため、小山商工会議所を中心

に県、宇都宮大、生産農家など産学官連携

で開発を進め、第一弾として誕生したのは、

その名も、「KANPYO UDON（かんぴょう

うどん）」。小麦は栃木県産の「イワイノダ

イチ」を使用し、かんぴょうの粉末と練り

合わせてつくり、平成２１年７月１９日、

初めて店頭に並ぶこととなった。滑らかで

ツルツルした舌ざわりがあり、風味もよく

もちもち感が好評である。８月には、風味

豊かな「KANPYO POWDER（かんぴょう

ぱうだー）」も発売され、食卓に並ぶ料理に

サッと振りかけるだけで、手軽でヘルシー

な一味違う料理が楽しめる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
もともと栃木県は、かんぴょうの国内生

産量の９５％を占め、その多くは下野、小

山、壬生など県南地区で生産されているが、

ユウガオの実を薄く剥くこと、またそれを

干す作業は、短時間で行わないと変色し、

においを放つため、収穫後すぐ行う必要が

あり、大変な重労働であるとされてきた。

しかし粉末にした場合、成分は変わらない

上、かんぴょうより加工が簡単で、捨てて

いた中綿、種も利用でき、さまざまな商品

化が可能となる。また、かんぴょうの原料

であるユウガオは、カルシウムやカリウム、

亜鉛などのミネラルが豊富で、食物繊維は

ゴボウの約５倍。便秘がちな方、妊産婦、

お年寄り、また大腸がんや肥満予防にも効

果があり、健康食品としても注目が集まり

そうだ。 
さらに着目したい点は、この商品のデザ

イン戦略にある。これまでのかんぴょうの

イメージを払拭し、まさに「かっ、可愛い！」

と思わず叫びたくなるような、キャラクタ

ーデザインである。昨年は「Pentawards 
2009 PLATINUM AWARD 」「2009 IF 
communication design award 」を受賞し、

そのデザイン性も評価された。お土産やギ

フトとしても人気を集めそうだ。 
今後、うどんだけではなくパスタや餃子

の皮、こんにゃくなどさまざまな料理の食

材として商品開発がなされるという。「かん

ぴょううどん」は時節柄、年末年始のご挨

拶用に好評と聞いており、小山市民として、

地元食品業界の発展を大いに期待したい。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
最後に、年末多忙の中、写真及び資料の

提供などご協力くださった小山商工会議所

の方々に、心より感謝申し上げたい。 
（支局長 作道みゆき） 

 支局かわら版

小山支局 

新おやまブランド 

「KANPYO UDON（かんぴょううどん）」 
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【宇都宮】 

ここのの一一年年にに感感謝謝！！  
「「福福田田富富一一知知事事をを囲囲むむ会会」」開開催催  

  
 師走の忘年会シーズン

でにぎわう１２月１５日、

宇都宮駅東口から徒歩１

０分余りの瀟洒な洋風パ

ブを借り切って、宇都宮

支部主催の「福田富一知

事を囲む会」を開催した。

今回で２回目となるこの

会には、知事を慕ってかつての仲間も大勢参加頂

き、総勢４０名程に。一時は座る場所もないほど、

活気にあふれ、また気のおけない会となった。 
小林支部長の挨拶のあと、主賓の福田富一知事

より謝辞が述べられた。その中で、来年行われる

行政書士会の６０周年記念事業や全国女性交流会

ついて、また中小企業を元気にする政策では、新

たな分野への行政書士業務の可能性などが述べら

れた。颯爽とされ頼もしく、いつもながら書士会

への理解の深さを拝聴することが出来た。 
 ユーモアのある乾杯の音頭をとられた諏訪利夫

会員はじめ、業務で多忙な先輩会員も多く出席さ

れ、直接お話しできる、またとない機会となった。 
 美酒に酔い料理を分け合い、懇親会は最高潮と

盛り上がり、会場の住吉和夫会長はじめ、新体制

を支える理事の方々にとっても格別な思いであっ

たと推察される。本当にお疲れ様でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 まだまだ名残惜しい中、市議会議員でもある郷

間康久会員の中締めは、この一年を締めくくるの

に、そして来年への期待にあふれた最高の言葉と

なった。ともあれ、この一年大変お世話になりま

した。        （支局長 遠藤美代子） 

【那 須】 

那那須須支支部部宿宿泊泊研研修修会会開開催催  
  
 １２月４日（金）午

後２時００分から那須

オオシマフォーラムに

おいて、平成２１年度

那須支部宿泊研修会が

開催された。 
那須支部として、平

成２１年度第２回目と

なる今回の研修は、「開発行為の実務について」と

いうテーマで、塩那支部の佐藤栄一先生に講師を

お願いし、会員８名の参加により行われた。 
今回の研修には、開発行為自体の実務について

はもちろんのこと、開発行為業務の大前提となる

「行政書士事務所には、どのように開発業務の依

頼がくるのか」といった受注に至る経緯、請負契

約の必要性等受注時の注意点についてなど、開発

行為未経験者にとっては、大変気になる部分であ

るにも関わらず、実情を知るチャンスが少ない内

容が含まれていた。研修内容のメインである開発

行為の実務については、まずは作業工程それぞれ

の注意点等について流れを掴んだうえで、佐藤先

生がご経験された開発行為の実例を具体的にご説

明いただいた。 
開発行為については、実際に依頼を受けたり、

業務を開始してみないと、なかなか具体的にイメ

ージすることは難しいだろうと考えていたが、不

動産の広告を見て分譲の区画等について考えるこ

とが開発行為業務を受注した際の訓練にもなると

いうこともお話しいただき、普段目にしている広

告が利用できるということで、より身近なもので

あることを感じた。 
また、開発行為を扱う行政書士が多くないとい

う現状もあり、初めての依頼の場合、受注を躊躇

することも予想される。そんな時でも、受注しな

いのではなく、経験者へのパイプ役を果たし、部

分的にではあっても積極的に関わることや、他士

業者との連携を図って業務を遂行する等の方法で

経験を積み、次に繋げていくことが必要であろう。 
今回の研修は特に、開発行為を扱いたいが、受

注の機会がまだない研修参加者にとっては大変興

味深く、受注することに不安をもっている参加者

にとっては、その不安軽減に繋がる研修になった

のではないだろうか。 
    （支局長 冨田倫子） 

 支 局 情 報 
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【小 山】 

交交通通安安全全運運動動実実施施  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
平成２１年１２月１５日（火）、午前７時半よ

り、支部活動の一環として、年末の交通安全県民

総ぐるみ運動に伴う街頭周知活動に参加しました。

小山警察署・交通安全協会その他関係団体ととも

に、小山支部から７名の会員が参加して、チラシ・

カイロ・マスク等を配布しました。 
毎年、年末年始における交通事故が多発してお

り、私たち一人ひとりが交通安全に対する意識を

高め、「交通事故のない社会」を実現できるよう、

本安全運動の展開に連動した取組を今後も続けて

いきたい。 
 
 
 
 
 
 
年末といえば大掃除。窓ガラスやレンジフード

など、普段は汚れていても気にも留めないのに、

何故かこの時期は目につく。このまま何もしない

で新年を迎えたら、幸運が来ないように錯覚する

のは、昔からの大切な慣習だからでしょうか。 
 さて、大騒ぎをして、家中を綺麗にしても長続

きしないのがいつもの悩み。今年こそすっきり暮

らしたいが、繰り返しの難題となっている。そん

な悩みに応えるような講座が、１２月２日、私の

住む自治会で開催され、迷わず参加した。 
 ポイントは自分にとって必要な物を使いやすく

しまうこと。「必要な物」、「必要でない物」を区別

し、「必要でない物」をため込まないで処分。生活

をシンプルにし、風通しを良くし、幸運を招き寄

せるという内容であった。 
講師は市民センターなどで体のゆがみを整え

健康維持などを教える体操の先生。体の不調と家

の汚れが比例することに気づき、環境を整える風 

 
ボボーーリリンンググ大大会会開開催催 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
平成２１年１２月４日（金）午後５時より、栃

木市にある「ＲＯＵＮＤ１」にて、栃木支部との

合同によるボーリング大会を開催しました。１８

名の会員が参加し２ゲームを行い、成績は、トー

タルスコア 311Ｐで松井勤一郎会員が優勝。準優

勝は 305Ｐで土方美代会員、３位は松本伸一会員

でした。その後イタリアンレストランにて忘年会

を行い、美味しい料理をいただきながら、楽しい

一時を過ごしました。 
（支局長 作道みゆき） 

 
 

 
 
 
 
 
水を勉強するようになったとのこと。日光東照宮

もこの風水の考えから造られ、徳川２６０年を支

えてきたそうである。 
ちなみに、掃除の順番として、１番目は玄関、

２番目はトイレ、それからキッチンと続く。 
 講座の中の「今日からみんなの家もモデルルー

ム！出来ないと思うのでなく、発想のチェンジ、

やってみることが大事」が強く心に残る。 
 時代は急速に変わりつつある。もったいないと

あれもこれもとため込むことが、生活を複雑にし、

整理収納を困難にしていたようだ。物にも寿命が

ある。必要としない物の仕分けが、綺麗の鍵とな

り、幸運の近道かも？ 
またこの講座で、どんな高い目標も、こうあり

たいと強く願い、努力するが大事であることを思

い出させてくれた。今年こそ余分なものを持たず、

心も体もしあわせ体質にチェンジしたいと思う。 
 （宇都宮支局長 遠藤美代子） 
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平成２１年１２月５日（土）午後４時から宇都

宮ポートホテルにて、第１０期定期総会が開催さ

れました（会員数２３名、出席者２２名委任状出

席者１名）。本年は、規約の改正や役員改選等、重

要な審議が多くありましたが、全会員の協力のも

と滞りなく議案が審議され、可決承認されました。 
改選された役員は、次のとおりです。 
 
センター長    鈴木 康夫（再任） 
副センター長    齋藤  裕（再任） 

同       土方 美代（再任） 
理    事    福澤 一夫（再任） 
   同       寺内 郁夫（再任） 
会    計    長竹 基行（再任） 
監    事    石井 治夫（新任） 
   同       金井 善久（新任） 
 
 
 

良い年の始まり 

 大晦日の夕方から、白くて大きなまんまるのお

月さまが出ていた。 
 夜１１時、埼玉から娘一家がやって来て鹿沼市

深津の八坂神社に向かう。普段は誰もいない神社

だが、大晦日だけは地元の囃し連がにぎやかにオ

ハヤシ奉納をするのだ。 
 境内の一角に火を焚く場所がしつらえてあり、

明かりと暖をとる。火の番は老人たちのお仕事。

以前、その囃し連に私と娘が入れてもらっていた

ので、皆顔なじみである。 
「おやぁ、珍しい人が来たなあ…」と歓迎される。

嬉しい。 
 そろそろ始めるかーという声がする。ここの『平

戸流囃し連』は、ちょっとばかり勇ましい。ケン

カ囃しという異名もある。これが何とも言えず好

ましい。「カアチャン少したたくかい」と言ってく

れたが、「いえいえ、今晩は遠慮します」と私。 
 笛が鳴りシメ太鼓・大胴にカネがチンチキ…と

響き始めると三人の孫たちは浮かれて、この寒い

夜の神社をかけまわる。まるで仔犬みたい！ 
 
 

 
 総会終了後、午後５時３０分より、当センター

創立１０周年記念祝賀会が、福田富一栃木県知事

をはじめ当会の住吉会長、栃木県自動車整備振興

会様等関係団体からの来賓をお迎えして、盛大に

開催されました。 
 この１０年という節目を迎え、大変厳しい経済

状況の中ではありますが、会員一同気を引き締め

直し、ますます精進していく所存です。 
（副センター長 土方 美代） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 月が頭の真上に来たころ、神社の大太鼓がドン

ドンドンドンと鳴らされる。オメデトーゴザイマ

スの声があちらこちらから聞こえる。新年のお参

りが始まった。 
 シューと風が吹いて耳が痛いほど冷たい。足の

先がジンジンと冷えてくる。思いきり暖かい支度

をしてきたのに、夜は寒い寒い。足ぶみをして火

に近付く。 
 ぞろぞろと地元の家族がやってくる。真っ暗闇

なので誰かわからない。人が来た気配で囃し連が

ガンバル。力がこもる。音をたよりに人が向かっ

て来る。こういう『村社○○神社』を大切に守り

続けてきた地域の人のつながりに尊敬。羨ましさ

さえ感じる。 
 大晦日・新年の、この行事がこれからもいつま

でも続くことを願う。今年もステキな年になりそ

うだ。       （宇都宮支部 山本昭子） 
 
 
 
 
 
 

交差点 行行政政書書士士  

佐佐野野自自動動車車登登録録代代行行セセンンタターー  

第第１１００期期  定定期期総総会会開開催催  
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平平成成２２１１年年度度全全国国広広報報担担当当者者会会議議  
                                参参加加報報告告ににつついいてて  
 
 平成２１年１２月１６日（水）１７日（木）に

日本行政書士会館（東京都目黒区）で４年ぶりに

開催された会議は、全国より担当者５１名が参加

し、当会からは広報部長の関とＨＰ担当として部

員の田代２名が出席した。紙面の都合上簡単に報

告する。 

 

◆第１日目は日行連北山会長挨拶に続き、日行連

担当役員・各単位会出席者が各々自己紹介した。 

 広報活動について、福島・新潟・愛知・徳島の

各単位会代表がその取り組みについて実例紹介を

した後、｢街頭無料相談」「行政書士無料相談」「日

本行政」「ホームページ」等をテーマにフリートー

クへと移行した。  

 しかしさすがに広報担当者とあって、結局北海

道から沖縄まで順番に、前者のように実例や現況

報告会となるに至った。 

 いくつかの共通項目を事例に挙げると 

 

１．会報の発行状況 

発行回数 単位会数 比 率 

年１２回 ９ 19％

６回 １１ 23％

４回 ７ 15％

３回 ３ 6％

２回 １５ 32％

１回 ２ 4％

 

２．ホームページの課題 

① 更新がなかなか進まない（スタッフの養成） 
② 見ている会員が少ない（環境未整備あり） 
③ 会報とホームページとの兼ね合い 
④ サイト構成の技術的問題と人員の確保  

ｅｔｃ 

 

３．他の広報活動 

① リーフレット・パンフレット・ティッシュ
等グッズの常設 

② 紙ベース以外の新たな広告媒体の活用 
③ メディア媒体のための費用捻出 

 

 以上をたたき台として、今後課題と考える点や

改善したい点、新たに取り組みたいことが話し合

われた。 

 

 また日行連の会報・ホームページ・広報活動に

関しても、同じような項目を事前アンケートし、

集計されていたが、結果の内、要望の大要は以下

のようであった。 

１．会報関係 

① 購読意欲のわく記事を掲載してほしい。 
② 一般向けの楽しい記事を掲載してほしい。 
③ 新規分野への啓蒙的な記事も掲載してほ

しい。 
④ 行政書士個人を紹介するインタビュー記

事等を掲載してほしい。 
  ｅｔｃ 

２．ホームページ関係 

① 関係事項、問題に対する早い対応・掲載。 
② 「日本行政」バックナンバーの閲覧が出

来るようにしてほしい。 
③ 日行連作成のリーフレット等をダウンロ

ードできるようにしてほしい。 
④ 行政書士専用ポータルサイトの充実。 

ｅｔｃ 

３．他の広報活動 

① 全国レベルのマスメディアの活用 
② 広報月間ポスターの女性タレント起用に

ついての再検討 
③ 広報ツールの充実と単位会への配布 
  ｅｔｃ 

◆第２日目は２部構成で以下の広報セミナーが実

施され、有意義な講話を聴くことが出来た。  

第１部 講師：雨宮秀雄氏（日本経済新聞社 

教育事業本部企画委員） 

  「行政書士の戦略とマーケティング―編集現

場からの提案」 

第２部 講師：渡部久実子氏（株式会社アン

ティム取締役社長） 

  「なぜ、いま広報誌が必要なのか」 

［最後に会場で得た情報］ 

① 日本行政の表紙写真を会員より募集する。 

② 平成２２年行政書士記念日テレビＣＭが全

国放送決定（Ｐ１２参照）。 

（広報部長 関比佐江） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

－20－ 

 

 

 

１２月１３日（日）喜連川温泉さくら館にて第

３回理事会が開催された。上程された議案は以下

の通り。 

 

○議案第１号 

 行政書士記念日特別委員会設置について 

  平成２２年２月２２日（行政書士記念日）に

開催する「成年後見制度支援開始記念講演会」

の運営を目的としたものである。会長を委員長

とした全会で支援する体制となっており、準備

及び当日作業は各部で分担して行うことにな

る。 

 

○議案第２号 

 栃木県行政書士会会則施行規則の改正について 

①会費の免除及び返還について 

 過去に遡った免除が可能かどうかの記載が

なかったため、下線部を追加したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②補助者届について 

  補助者変更の際、実際の運用上不都合が生じ

ているための改正である。 

 ・提出写真枚数は２枚（書類添付用・補助者証

用）とする。 

 ・会員の事務所所在地の変更に対応できるよう

にする。 

 ・システム入力の都合上、氏名にふりがなを記

入する。 

  また、補助者更新用様式が規則にないため、

様式を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※新様式につきましては、栃木県行政書士会ホームペ

ージ会員専用＞各種データ＞事務局関連＞「補助者に

関する手続」からダウンロード可能となっています。 

 

③補助者証等について 

  補助者章（バッヂ）は、以前は「設置時に貸

与し、廃止時に返還」してもらっていたが、現

在は販売しているため返還不要となっている。 

 このため、第７条にて規定されている補助者

廃止および変更時における返還義務の対象か

ら補助者章を除外する。 

  

④事務局について 

  職員の就業及び給与に関する事項は「栃木県

行政書士会職員就業規則」、「栃木県行政書士会

職員給与規程」で定められているため、「理事

会で定める」としている第１８条の文言を「別

規則で定める」に改める。 

 

④各別記様式の改訂について 

  職印の必要な各届出用紙の捺印箇所の記載を

「印」から「職印」に改める。 

 

○議案第３号 

 栃木県行政書士会文書規程の改正について 

 

 以上、すべて可決承認された。２月２２日のイ

ベントは、社会貢献としての活動であることはも

ちろんのこと、一般の皆様に行政書士について知

っていただく重要な機会となる。当会では宣伝・

広告等、イベント成功に向けた活動を積極的に展

開していく予定である。 

（広報部 田代昌宏） 

栃木県行政書士会 

平平成成２２１１年年度度第第３３回回理理事事会会開開催催 

栃木県行政書士会会則施行規則 

（会費の免除及び返還） 

第５条 会則第21条に規定する会費の免除は、

継続して２年を越えることができな

い。また申出日の属する月から２年以

上前の申出をすることはできない。 

２ 個人会員の会費の免除及び返還の申出

は、別記様式第８号、法人会員の免除

及び返還の申出は別記様式第８－２号

によるものとする。 

３ 会費の免除の申出は、引き続き２月以

上業務を行うことが困難であることを

証する書類を添付しなければならな

い。 
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※年間研修一覧（2009 年 8 月号 P15）にて予定しておりました 2/18 伝達研修（研修 No.22）ですが、

既に内容が伝達済のため、実施しないことになりました。ご了承ください。 

 
 
 

研修会申込書 
申込欄に○を付けＦＡＸ願います。（ＦＡＸ：０２８－６３５－１４１０） 
研

修 
№ 

研修名 受講料 申込〆切 申込 
テキスト

申込 昼食 

21 
行政書士基礎講座 第７回 

「はじめての産廃」 
無料 2/9  － － 

 

支部名 

 

 

 

氏 名 

 

 

平平成成２２１１年年度度第第２２回回日日政政連連栃栃木木会会幹幹事事会会開開催催 

政連だより 

 １２月１３日（日）喜連川温泉さくら館にて第

３回幹事会が開催された。栃木県行政書士議員連

盟の簗瀬進参議院議員、郷間康久宇都宮市議会議

員による来賓あいさつの後、堀越功日政連幹事よ

り日行連の近況が報告された。衆議院議員選挙の

後、自民党行政書士制度推進議員連盟の会長に野

田毅氏が就任され、本県からは副会長に佐藤勉

氏、相談役に西川公也氏が就任された旨報告され

た。また、日政連会費の未納が問題となっている

が、栃木会は完納である旨報告があった。 

続いて議案「平成２１年度運動計画執行状況に

ついて」が上程され、全会一致で承認された。 

（広報部 田代昌宏）

募 集 

行政書士基礎講座 第７回 (研修№21)         業務研修部主催 

 
○研修日時 

平成 22 年 2 月 16 日（火）13：30～ 
○ 研修項目および講師 

「はじめての産廃」（行政書士 青木裕一） 
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【入 会】             

 支部・氏名 
入会年月日 

登録年月日 郵便番号 事   務   所 電   話 備 考 

鹿 沼  

小太刀庸恭 
H21.12.15 

322- 

0046 
鹿沼市樅山町 75-23 0289-64-5335  

宇 都 宮  

小嶋 均 
H21.12.15 

320- 

0851
宇都宮市鶴田町 1533-26 028-666-8894  

宇 都 宮  

増田 英子 
H21.12.15 

320- 

0032 
宇都宮市昭和 1-4-10 028-666-8362  

小 山  

中山 幸江 
H21.12.15 

323- 

0807 
小山市城東 1-6-32 050-3772-8296  

 

【退 会】 

支 部 氏 名 退会年月日 備 考 支 部 氏 名 退会年月日 備 考 

鹿 沼 和賀井良雄 H21.12.16 廃 業 足 利 廣田 秀男 H21.12.22 廃 業 

宇 都 宮 高野澤庄司 H21.12.22 廃 業 小 山 舘 素子 H21.12.31 廃 業 

 
【変 更】                               

支 部 氏 名 変更事項 変 更 内 容 

宇 都 宮 山口 守弘 事務所名称 行政書士栃木事務所 

 

 
 
 
 
 
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木県行政書士会員の動き 

編

集

後

記

（栃木県行政書士会員の購読料は会費の中に含まれます）

（平成 21 年 12 月 31 日現在）

表紙写真：広報部 関 比佐江 

行政とちぎ 1 月号 №397 
発行人  栃木県行政書士会 会長 住吉和夫 
〒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 http://www.gt9.or.jp/gyosei 
編 集  広報部 
定 価  250 円 
印刷所  有限会社 高久印刷 

昨年末、清水寺で恒例の世相を表す一文字に
「新」が選ばれました。 
早速、めでたく（？）「新」年を迎えました。

しかし沢山の赤字を抱えながらも更に借金増を
余儀なしとする国政の中で、無健康保険者や貧困
者の増加等々社会問題も深刻化しています。 
そんな時代の被害は、弱者である低年齢層と老

齢層に及び易いことは言うまでもありません。 
誰もが「明るく・楽しく・健康に」生きていけ

る世の中にと願わずにいられません。 
（広報部長 関 比佐江） 

総務部では、行政書士試験合格発表後の問い合わせが多くなる時期

に、入会を考えている方対象の事前説明会を開催する事になりました。

会員の皆様宛に「行政書士登録（開業）を考えている方」からお問い

合わせがありましたら、入会事前説明会をご案内くださると幸いです。

  ～「入会事前説明会」～ 

日時：3 月 25 日(木)午前 10 時～ 

場所：栃木県行政書士会館 会議室 

※お問い合わせは、事務局(TEL028-635-1411)まで。 

「入会事前説明会」開催のお知らせ 足利支部よりお知らせ 

 

前支部長 廣田秀男 

新支部長 金井善久 

 

廣田支部長の後を受け、足

利支部長を務めることに

なりました。 

よろしくお願い致します。 

（金井） 
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