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業務研修部長 岡井正樹  

 
行政書士倫理の第２９条を見ると「行政書士は、日本行政書士会連合会及

び行政書士会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければ

ならない。」と書いてあります。業務研修部の目的は、まさに会員の資質の向

上のため貢献することであると思っております。 

 

昨年度、業務研修部では、新しい試みを２つ始めました。ひとつは、新入

会員のための基礎講座の通年開催です。これまで年度始めの４月５月は、総

会前ということで研修事業は行われませんでした。新入会員の方々は少しで

も早くしっかりとした業務を行いと考えておりますので、その要望に応えた

いと思い、毎月１回、年間１２回基礎講座を開催し、その１２回で行政書士の基本的な業務研修が完結する

ようにしました。この通年開催により、どの月に入会しても、１年間１２回の基礎講座を受講すれば、行政

書士としての業務の基礎を学ぶことができます。 

ふたつめは、専門業務指導員の設置です。専門業務指導員の役割ですが、行政書士会が各業務のスペシャ

リストとして、業務指導を委嘱し、関係機関との連絡や協議を図り、法改正案の確認を行うことにあります。

つまり、行政業務の最新情報を素早く会員の皆さまに提供することが最大の目的です。さらに、情報を伝達

するだけでなく、法改正等があればいち早く研修会を行い、その講師としても活躍いただいております。そ

の他にも、行政とちぎ誌上で毎月掲載している業務特集の執筆や基礎講座の講師をお願いしております。 

 

以上、業務研修部の新しい試みを紹介しましたが、従来より行ってきました法定業務研修や連合会の行う

研修の伝達研修も適時行ってまいりました。 

近年、行政書士の業務は急速に変化しております。時代の変化に伴い、手続業務も変化し、新しい業務も

少しずつ増えてきて、このような状況にいかに適切に対応するか、業務研修部として研究していかなければ

ならないと考えております。 

 研修に関し御意見・御要望等があれば、どんどん御連絡ください。会員の皆様の資質向上のため貢献する

のが、業務研修部の役割なのですから。 

今今 月月 のの 表表 紙紙   

キツネノカミソリ 

撮影 ： 広報部 関 比佐江 

涼を求めて粟野に森林浴。百川渓谷に沿って美味しい
お蕎麦屋さんが数件ある。更に奥に進むと…梅林の足元
にお盆を告げる「キツネノカミソリ」が、緑一色の中に
鮮やかな朱色の花を咲かせていた。 
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１．行政書士と会計記帳業務  

   行政書士と会計記帳業務については、当会の「主な業務一覧」の中の「１５」番目に「帳簿

＝会計記帳業務」とありますが、その根拠は、行政書士法第一条の２（業務）行政書士は、他

人の依頼を受け・・・・・・・事実証明に関する書類を作成することを業とする。 
   この事実証明に関する書類の作成に該当するものと解します。 
 
 ２．会計記帳業務の需要 
   事業を経営する小規模事業所、家族的経営事業所、新規開業事業所等は商売の目的である主

要な販売や製造業務に追われ、事務的な業務は人手不足により遅れ馳せに成りがちです。 
   このような実情からして、会計記帳業務には行政書士の出番があります。 
 
 ３．会計記帳業務  
   会計記帳とは、事業に伴う商取引の発生した事実を帳簿に書き込む作業となります。基本的

な帳簿書類は手作業により記録することになりますが、 近では、コンピューターによる会計

記録のソフトが普及しています。事業所に合ったソフトを選べば、なお、簡単に入力作業が出

来ます。 
 
 ４．会計帳簿 
  帳簿を正しく書くということは、事業の日記を記録することと同じで毎日毎日の根気が必要

です。正しい帳簿の記帳は、決算書という企業の顔となり、経営成績や財産状態に反映されま

す。 
「帳簿」は事業の規模に応じて、企業の目的に も適するものを記録、計算、整理する形態

が良いです。また、記帳の手続をできるだけ簡単に無駄な記帳はしないように帳簿の組織を立

案する工夫 が必要となります。 
   「帳簿」を記帳することにより、商売が儲かっているか、損をしているか判り経営状態を数

値で把握することができ、今後の事業経営のよりどころ（基礎）として役立つ事ができます。 
 事業経営の基礎となる帳簿について、正しい記帳を行うとともに帳簿の使用について、立案

し工夫を重ね事業依頼先に対して正しい指導と、今後における事業経営の向上のために役立せ

る事が行政書士の業務に対する任務かと思います。 
 
 ５．主な帳簿 
   取引の事実を日付順にその目的により記録する台帳を帳簿といいます。 
   帳簿には、次のような種類があります。 
     (１) 現金出納帳  （現金の収支に関する取引を記入する）    
     (２) 預金関係出納帳（預金の収支に関する取引を記入する） 
         当座預金出納帳（小切手の発行を伴なう） 
         普通預金出納帳 
     (３) 手形記入帳  （手形に関する取引を記入する） 
         受取手形記入帳   
         支払手形記入帳      
     (４) 売上帳（得意先元帳）（売上に関する取引を記入する）     
     (５) 仕入帳（仕入先元帳）（仕入に関する取引を記入する）  
     (６) 債権債務関係台帳  （債権・債務に関する取引を記入する） 
     (７) 借入金関係台帳   （借入債務に関する取引を記入する）  
     (８)  固定資産台帳    （固定資産に関する明細及び増減を記入する） 
     (９)  給与関係台帳（源泉税台帳）（給与に関する明細を記入する） 
     (10)  商品有り高帳およびたな卸表（商品に関する明細及び増減を記入する）  

会会計計記記帳帳業業務務  
専門業務指導員

 堀越 功
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    事業の内容と規模においても備え付ける帳簿は変わります。以上の帳簿は主要な帳簿ですが

補助簿と呼ばれております。帳簿には、主要簿と補助簿とあります。 
 
 ６．主要簿 
   主要簿には、仕訳帳と総勘定元帳とあり、事業のすべての取引を総括的に記録、計算、整理

する帳簿として事業経営において大事な帳簿です。 
 

(１)  仕訳帳 
   取引の記録をすべて項目別（勘定科目）に分類することを目的としている。実務では、伝票

などによって分類（仕訳）されており帳簿としては省略されています。 
   

(２)  総勘定元帳 
   すべての取引を必要な勘定口座（科目）別に分類記帳します。この勘定元帳を総勘定元帳と

いいます。 
 この勘定口座の金額を各科目別に一覧表に集計することによって、正しく記帳が行われてい

たか否かを判別することが出来ます。この一覧表を試算表と呼んでいます。この試算表を見れ

ば事業の経営成績や財産状態の概要を知ることが出来ます。 
 
 ７．補助簿 
   補助簿には、「５．主な帳簿」において記載した諸帳簿があります。事業の経営状況において

は、このほかまだまだ必要とする帳簿があります。 
 

(１)  伝票のつけかた 
   各帳簿に直接記帳していくには、時間の余裕がない等の事由によって、実務では、日常伝票

が使われています。 
  商品の仕入れ及び商品の売上（掛売り）には、納品書（伝票）が利用されています。 

   伝票は、様々な取引に取引の仲介として利用されています。 
   会計の取引には、いわゆる会計伝票として「入金伝票」「出金伝票」「振替伝票」が利用され 

ています。この伝票は文房具店において、おおかたの店が扱っています。何故に伝票を記載す

るか、商売の中心は、その事業が目的であることから付随的な帳簿の記帳は後回しになり、手

早く記録が出来る伝票が利用されています。 
  金銭の出し入れが頻繁に行われる事業所等においては、その都度「現金出納帳」に記入する

のでは煩わしくなり、不便が生じ伝票に記入しておきその日の終わりに「現金出納帳」に記入

するようにしています。この伝票類から帳簿に日々記帳整理を怠りますと溜まってしまい分か

らなくなり複雑に混線してしまい整理に戸惑う事になります。そこで会計記帳業務について行

政書士の業務として出番があります。 
(２)  入金伝票のつけかた 

   入金伝票は、現金の入金の内容を記入します。 
(３)  出金伝票のつけかた 

   出金伝票は、現金の出金の内容を記入します。 
(４)  振替伝票のつけかた 

   現金の入金、出金を伴わない取引を記入します。 
 
 ８．現金出納帳のつけかた 
 

(１) 現金出納帳の説明 
 現金出納帳は、まず年月日の記入欄がありますが、年度を見出し行欄に記入します。 

年度を一度記入しますと、他は月日のみの記入になります。 

同じように、月を頭書の行欄に記入し、あとは日にちのみの記入になります。 

   摘要欄については、入金先または支払先名を記入し、それぞれ入金・支払の内容を、簡単な

説明文で記入します。 
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   金額欄については、左側の収入金額欄に、入金の金額を記入します。 

同じく、中央部にある支払金額欄に、支払った金額を記入します。 

右側の金額欄は、残高欄で、その日の終わりに現金の残高を記入します。 

 

 
 

(２)現金出納帳の形式 

  

現金の入金と出金について、記録する帳簿のことを『現金出納帳』または、『金銭出納帳』と呼

んでいます。次にあげる形式が、一般的に使用されています。 

  用紙は、文房具店等において販売されておりますので、自分で線を引くことはありません。 

 

№     

○ 

現金出納帳 

○ 

 年 

○        摘   要    収 入 金 額     支 払 金 額     差 引 残 高   

月 日 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

 

(３)収入金額に記入する事項  

                                         

①得意先から現金（または小切手）を受け取ったとき 

 ②不特定の営業によるときは、商品券他（券面額）を受け取ったとき 

③一日の売上の金額を合計し、その金額を「本日売上」として記入するとき 

④商取引以外の「ダンボール」等を、雑収入として現金入金したとき 

⑤普通預金から、現金を引き出して入金したとき 

⑥小切手を振り出して、銀行の当座預金から現金を入金したとき 

⑦役員等から、現金を借入（入金）したとき 

  ⑧預かり金を入金したとき 

例えば、従業員の給料の支払を行った場合に発生する、社会保険料等（健康保険料 

・厚生年金・雇用保険・所得税・市県民税・その他、立替金）を預かったとき 

  ⑨ 現金等価物 

次のものは、現金ではありませんが、現金として取り扱うものです。 

     他人振出の小切手                             

     送金小切手 

     郵便振替証券 

     配当金受取通知領収書 

     支払期日の到来した公社債の利札 

     振替貯金払出し証書 

     国庫支払通知書（税金還付金通知書） 
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(４)支払金額に記入する事項 

 

①仕入先へ、現金を支払ったとき 

 ②受け取った小切手を、仕入先等に廻し払いしたとき     

  ③その他、諸費用を支払ったとき（具体的に、支払先とその内容を記入する） 

④普通預金へ、現金を預け入れたとき 

 ⑤銀行の当座預金へ、受取り小切手等を、取立て預入れしたとき 

⑥役員等へ、借入金の返済を現金で支払したとき 

⑦同上の利息を支払ったとき 

   ⑧従業員の給料を支払ったとき（給料金額の総額を記入する） 

 

(５)残高欄の記入事項 

  この残高欄は、前日の残高金額と、その当日の収入金額欄に記入した金額を加え、さらに支払

金額欄に記入した金額を差し引き計算した金額を、その日の現金残高として、残高欄に記入しま

す。 

 この場合は、単に「前日残高＋収入金額－支払金額＝残高」という、計算で数字が記入されま

す。しかし、この残高欄には「マイナス」ということはありません。計算上「マイナス」になっ

たときは、いずれかに誤りがあったことになります。算数や数学においては、「マイナス」という

答えもありますが、現金出納帳の上では、残高に「マイナス」はありません。 

残高欄に記入した、その日の残高については、実際に金庫の中にある手持ちの現金を数えてみ

て下さい。実際の現金有高と、現金出納帳の残高欄に記入された残高と同じ金額になります。 

  現金と現金残高が合ったという事で、始めて、この帳簿の記録が正しいものとなります。常に現

金有り高と現金出納帳の残高が一致するように心掛けて下さい。 

 

(６)現金出納帳と日記帳 

帳簿の記録を書き続けることは、日記帳の代わりにもなります。「何月何日に何処から」収入があっ

た、また支払をしたときは、「何々の支払を、これこれ、かくかく」と記入することで、後で帳簿を見

たときにこんな事あんなことがあったと想い出すことが出来ます。これらの事は、日常生活とお金（貨

幣）が密着した行為であることを示しています。もし、古い現金出納帳（小遣い帳）が手元にありま

したら、開いてご覧なさい。過去の事実現象が、浮かんでくることでしょう。なぜ、このように過ぎ

た事実現象を、思い出すことが出来るのでしょうか。このことは、人間が社会生活を営む上において、

お金（貨幣）が一番人間に密着した、大切なものだと言えるのではないでしょうか。確かに、お金は

大切なものに違いありません。世の中には、『命』よりも『金』のほうが大切だという人もいます。実

際、『金』のために、現実の社会生活では、いろいろなことが起きています。現代の社会生活や経済行

為を行う上には、お金は必要不可欠なものといえます。 

  日記は、文章で書き表し、誰が見ても読めますが、帳簿は、わずか一行に記載されていることを読

み取り、読みこなしていかなくてはなりません。しかも、文章ではなく、主として数字が記入されて

おり、文章は簡単に記載されているだけです。しかし、読み取る要領がわかると、自然と読み取るこ

とが出来るようになります。これらを楽しみにされると、なお一層帳簿の記入が楽しいものになりま

す。                                                    

 

９. 各帳簿のつけかた 
  ５.の(２)から(10)までの主な各帳簿のつけかた及び７.の(１)から(４)までの伝票のつけかたにつき

ましては、紙面の関係で８月１７日基礎講座において「帳簿」の記帳の仕方についてお話します。 
また、興味のある方は、簿記関係の書籍には、記載がありますのでご一読下さい。 

 簿記書としては、商業高等学校で使用されていますいわゆる教科書が宜しいかとお薦めします。 
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日 予  定 時  間 主  催 

1 水 足利市市民相談室 行政書類（遺言など） 

（於：足利市役所１階市民相談室） 

13:00～16:00 足利支部 

2 木 三士会 15:30～ 制度推進部 
7 火 出張封印研修会 10:00～16:00 業務研修部 

ＴＩＡ相談会 10:00～ 総務部 8 水 
外国人在留資格相談室（於：足利市生涯学習センター会議室） 13:30～16:30 足利支部 
登録説明会 10:00～ 総務部 9 木 
編集会議 13:30～ 広報部 

11 土 福利厚生旅行（会津）１日目  総務部 
12 日 福利厚生旅行（会津）２日目  総務部 
13 月 行政書士無料相談会 

（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 

制度推進部会 13:30～ 制度推進部 15 水 
行政書士専門相談（於：小山市役所）※予約制（随時受付先着

４人 予約問い合わせ：小山市生活安心課0285-22-9282） 
10:00～12:00 小山支部 

16 木 入管法改正研修会 13:30～ 業務開発部 
17 金 事業承継研修会「事業承継と経営戦略としてのМ＆Ａ」 13:30～ 業務開発部 
21 火 実務者向け風営法改正研修 13:30～17:00 業務研修部 
22 水 支部長会（正副会長、部長、支部長会）   
25 土 ＡＤＲ調停人養成PG基礎編④ メディエーション研修 10:00～17:00 業務開発部 

登録説明会 10:00～ 総務部 27 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 

28 火 ＡＤＲ調停人養成PG 家族法分野研修② 13:30～17:00 業務開発部 
29 水 業務研修部会 13:30～ 業務研修部 
30 木 宇都宮支部土地利用関係業務研修会（於：行政書士会館会議室） 13:30～15:30 宇都宮支部 

 
 
 
 
 
 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）。 
 

日行連№ 受信日付 文書の表題 備考 

400 H22. 7. 2 
厚生労働省からの毎月勤労統計調査特別調査に対する調査協力依

頼について 
 

403 H22. 7. 6
「登録申請に係る事務所調査に関するアンケート」の実施につい

て（お願い） 
 

422 H22. 7. 9 「中小企業魅力発信レポート」作成に係る協力依頼について  

434 H22. 7.12 官民からの業務受託に係る単位会会則改正事例について（ご連絡）  

栃木県行政書士会カレンダー（９月） 

日行連だより 
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  H22. 7.14
【追記】【日行連422】中小企業魅力発信レポート作成に係る協力

依頼について 
 

436 H22. 7.14 平成２２年度地方協議会交付金等の交付について（ご連絡）  

445 H22. 7.16
「行政書士制度広報月間」の実施に伴う援助協力方について（お

願い） 
 

  H22. 7.16 常任理事会の議事録について（6/3）  

  H22. 7.16 常任理事会の議事録について（6/16）  

458 H22. 7.21 平成22年行政書士制度PRポスターの作成・配布について  

469 H22. 7.21
平成22年6月14日付日行連発第334号「行政書士による旅券発

給申請書類の代理申請について」に関する一部訂正について 
 

473 H22. 7.23 日本行政書士会連合会会則の一部変更の総務大臣認可について  

472 H22. 7.23
「日本行政書士会連合会申請取次行政書士の届出審査基準・異議

申立手続規則制定に伴う対応について（お願い） 
 

478 H22. 7.27 行政法特別研修受講申込に際しての所属単位会長の推薦について  

482 H22. 7.27 常任理事会の議事録について（7/1）  

483 H22. 7.29 執行官の採用選考受験案内について  

484 H22. 7.29 宮崎県口蹄疫義援金の取扱いについて（ご報告）  

490 H22. 7.30 理事会の議事結果について（7/21,22）  

491 H22. 7.30 「職務上請求書」払出し実態の報告について（依頼）  

503 H22. 7.30 国際業務に関するアンケート結果について  

事務連絡 H22. 7.30 中央建設業審議会総会の資料について  

 

 
 
 
 
 
 
 
表記の件につきまして、栃木県行政書士会会員専用ページのトピックスに資料を掲載していますので、ご

参照下さい。 

 
 

 

第三業務部では、先般より行政書士の業務拡大に資するべく他団体との協調・連携等を図っているところ

ですが、このたび独立行政法人 中小企業基盤整備機構より協力依頼がありました。  

同機構では、中小企業向けに「中小企業魅力発信レポート」の名称で、人材や技術、知的財産や顧客ネッ

トワーク等といった数値化しにくい「力」と、事業展開における価値の創造や将来ビジョン等を分かりやす

くまとめたレポート作成支援事業を推進しており、別紙のとおり作成支援希望企業の募集を行っています。  

そこで、各会員が日頃お付き合いされる中小企業の中で、本企画に賛同し、ご協力いただける企業の推薦

について依頼があったものです。  

また、本レポートの作成については、今後同機構が開催する研修等を受講した専門家が行うこととなって

おります。研修の開催日程等の情報が入りましたら、あらためてご連絡いたしますので、会員の作成支援者

としての参画につきましても、ご協力いただけますようお願い申し上げます。  

風風俗俗営営業業等等のの規規制制及及びび業業務務のの適適正正化化等等にに関関すするる法法律律施施行行令令のの一一部部をを改改
正正すするる政政令令案案ににつついいてて                              ～～業業務務研研修修部部よよりり～～  

「「行行政政証証明明」」のの請請求求手手続続にに係係るる本本人人確確認認書書類類ととししてて行行政政書書士士証証票票をを取取りり扱扱ううこことと
等等ににつついいててののアアンンケケーートト結結果果報報告告ににつついいてて          ～～日日本本行行政政書書士士会会連連合合会会よよりり～～  

「「中中小小企企業業魅魅力力発発信信レレポポーートト」」作作成成にに係係るる協協力力依依頼頼ににつついいてて  
～～日日本本行行政政書書士士会会連連合合会会よよりり～～  
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７月２６日に中央建設業審議会の総会が開催されました。今回は、「経営事項審査の審査基準」及び「建

設工事標準請負契約約款」の各改正の方向性が議事として挙げられ、経営事項審査の虚偽申請防止対策の強

化についても審議されております。  

つきましては、本総会資料が国土交通省ＨＰに掲載されましたので、よろしくご確認願います。  

●国土交通省 中央建設業審議会（平成２２年７月２６日開催）  

http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/sogo13_sg_000013.html  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中中央央建建設設業業審審議議会会総総会会のの資資料料ににつついいてて        ～～日日本本行行政政書書士士会会連連合合会会よよりり～～  
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 １．試験概要 

(1)試験日及び時間 

 平成２２年１１月１４日（日） 午後１時～午後４時 

  ※入室：正午より可 

  ※受験上の注意等の説明：午後０時３０分 

(2)試験の科目及び方法         ※筆記試験 

試験科目 内 容 等 

行政書士の業務に 

関し必要な法令等 

（出題数４６題） 

択一式及び記述式 

（４０字程度） 

憲法、行政法（行政法の一般的な

法理論、行政手続法、行政不服審

査法、行政事件訴訟法、国家賠償

法及び地方自治法を中心とする。）

民法、商法及び基礎法学の中から

それぞれ出題し、法令については

平成２２年４月 1 日現在施行され

ている法令に関して出題。 

行政書士の業務に

関連する一般知識 

等（出題数１４題）

択一式 

政治・経済・社会、情報通信・個

人情報保護、文章理解  

 

(3)試験場所 

 宇都宮大学峰キャンパス（栃木県宇都宮市峰町350） 

２．受験申込み手続き 

(1)郵送による受験申込み 

①受付期間 平成２２年８月２日（月）～９月３日（金） 

②受付場所 

（財）行政書士試験研究センター 

  受験願書と一緒に配布する封筒により、郵便局の 

  窓口で「簡易書留郵便」で郵送してください。 

  ９月３日（金）の消印があるものまで受け付けます。 

③提出書類 

  受験願書一式 

④受験手数料 

７,０００円 

  受験願書の受付期間内に、必ず所定の払込用紙に 

より、郵便局の窓口で払い込んでください。 

⑤受験願書の配布場所及び配布期間 

【配布場所】 

・（財）行政書士試験研究センター 

・栃木県経営管理部文書学事課 

（宇都宮市塙田1－1－20 栃木県庁舎本館内） 

・栃木県広報課県民プラザ室 

（宇都宮市塙田1－1－20 栃木県庁舎本館内） 

・栃木県上都賀県民相談室 

（鹿沼市今宮町1664－1 栃木県庁上都賀庁舎内） 

・栃木県芳賀県民相談室 

（真岡市荒町5197    栃木県庁芳賀庁舎内） 

・栃木県県南県民センター 

（栃木市神田町6－6   栃木県庁下都賀庁舎内） 

・栃木県安蘇県民相談室 

（佐野市堀米町607   栃木県庁安蘇庁舎内） 

・栃木県足利県民相談室 

（足利市伊勢町4－19  栃木県庁足利庁舎内） 

 

・栃木県小山県民相談室 

 （小山市犬塚3－1－1      栃木県庁小山庁舎内） 

・栃木県県北県民センター 

（大田原市中央1－9－9    栃木県庁那須庁舎内） 

・栃木県塩谷県民相談室 

（矢板市鹿島町20－22     栃木県庁塩谷庁舎内） 

・栃木県南那須県民相談室 

（那須烏山市中央1－6－92栃木県庁南那須庁舎内） 

・栃木県行政書士会 

（宇都宮市西一の沢町1－22  栃木県行政書士会館） 

【配布期間】 

 平成２２年８月２日（月）～９月３日（金） 

(2)インターネットによる受験申込み 

①受付期間 平成２２年８月２日（月）～８月３１日（火） 

 （財）行政書士試験研究センターのホームページから 

インターネット出願画面に接続し、画面の項目に従っ 

て必要事項をもれなく入力して下さい。 

 注）本人名義のクレジットカードが必要です。 

※都道府県庁、行政書士会等での受付は行いません。 

３．受験票の交付 

 受験票は、平成２２年１０月下旬に発送します。 

 試験当日試験場に必ず持参してください。 

４．試験結果の発表と通知 

  試験結果は、平成２３年１月２４日（月）午前９時

から、合格者の受験番号を（財）行政書士試験研究セ

ンター事務所の掲示板に公示（掲示）します。公示後、

受験者には全員に合否通知書を郵送します。 

  また、（財）行政書士試験研究センターのホーム 

ページに合格者の受験番号を登載します。 

  合格者には、平成２３年２月末日までに合格証を発 

 送します。 

５．特例措置の実施 

(1)身体の機能に障害のある方で試験中に特例措置を 

希望される方には、障害の状況により必要な措置 

（点字試験を含む）を講ずることがあります。 

(2)特例措置を希望される方は、受験申込みに先立って、 

必ず（財）行政書士試験研究センターまでご相談く 

ださい。事前に連絡なく、直接試験場に来られた場

合には対応いたしかねますのでご注意ください。 

６．連絡先（問い合わせ先） 

 

財団法人 行政書士試験研究センター 
所 在 地 

〒１００－００１２ 

  東京都千代田区日比谷公園１－３ 市政会館１階 

電話番号（試験専用）０３－５２５１－５６００ 

ホームページＵＲＬ http://gyosei-shiken.or.jp/ 

  

本ページは抜粋です。「郵送による受験申込み」の手続き

をされる方は、必ず試験案内・受験願書をお取り寄せい

ただき、全文をご覧ください。 

平成22年度 行政書士試験要項（抜粋） 
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平成２２年度 行政書士試験監督員の募集について 

 
 

栃木県行政書士会では、平成２２年１１月１４日（日）に宇都宮大学峰キャンパスで行われる 
 行政書士試験の試験監督員を募集します。 
  ご協力いただける会員の方は、下記申込書にてお申し込み下さい。 
  昨今、全国の試験場で監督員の態度が問題視されています。受験者の将来を左右する試験です 
ので、厳粛な態度で臨んで下さい。 
 なお、下記説明会および試験当日に必ず出席できる方に限ります。 
 また、試験当日は試験会場への駐車台数に限りがあるため、「公共の交通機関の利用」または「行

政書士会館に集合し車に乗り合わせ」のいずれかのご希望の方法になりますので、ご承知おき下さ

いますようお願いいたします。 
 

  ◎業務内容  試験当日の試験室準備、準備状況確認、試験室の試験実施に伴う業務 

         答案用紙回収・点検等 

  ◎説 明 会  平成２２年１１月２日（火） １４：００～１６：００ 

         平成２２年１１月５日（金） １４：００～１６：００ 

          ※両日とも同じ内容です。いずれかご都合のよい日をお選び下さい。 

  ◎申込方法  下記申込書を事務局あてにＦＡＸ 

  ◎申込〆切  平成２２年９月２２日（水） 

  ◎募集人数  ５０名 

          ※応募者多数の場合は抽選とさせていただきますのでご了承下さい。 

           結果については、１０月上旬にお知らせする予定です。 

  ◎旅費日当  (財)行政書士試験研究センターの支給規程に準じます。 

         金額の詳細は８月末までに当会ホームページの会員専用ページ「トピックス」 

         に掲載します。 

 
 
栃木県行政書士会事務局行（ＦＡＸ：０２８－６３５－１４１０） 

平成２２年度 行政書士試験 試験監督員申込書 

平成２２年  月  日 

支    部  氏    名 
 

 

説明会参加日 

 

１１／２(火)  ・  １１／５（金）       ←いずれかに○ 

 

試験監督員になった 

場合の試験会場まで 

の交通手段（希望） 

 

公共の交通機関 ・ 行政書士会館より乗り合わせ ←いずれかに○ 
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今回は入会２年目の塩田陽子会員を訪問しま

した。塩田会員の自宅兼事務所は、自然の残る清

原南団地にあります。都会的なセンスが光る素敵

なお宅です。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏 名  塩田 陽子（しおだ ようこ） 
事務所  宇都宮市清原台４－２０－１５ 
入会日  ２００９年４月１５日 
 
入会の動機は？ 

大学卒業後２年弱で結婚、子育てをしていたの

で、社会から離れておりました。実家が遠くなに

をするのも子供連れでした。 
日常生活に必要な諸手続をする中で、手続きが

煩雑なうえに官公署の対応が不親切なことを子連

れの身で痛感しました。この時、「女性は、家庭も

持ち、子供も育てながらでも責任ある仕事ができ

ることをアピールしたい」と思ったのが動機です。 
行政書士試験を受験するにあたって子供達に

協力してもらった手前、合格できないまま諦める

わけにもいかず、寝る間を惜しんで勉強しました。

この努力が自信につながりました。 
 
主な業務は？ 

まだ２年目のため、専門を決めていませんが、 
建設業許可・変更届などが中心です。開発業務

も１件経験しましたが、とにかく大変でした。 
今後は契約書や相続など、女性ならではの細や

かな配慮のできる仕事もしたいと思っています。 
 

苦労していることは？ 

 なんといっても仕事と家事と子育ての両立です。 
修行のため、先輩事務所に通っているのでとにか

く時間がありません。官公署に行く時など、子供

を一人にできないので、連れて行かざるを得ない

ことも。 
 
行政書士になって良かったことは？ 

 仕事の基礎がないので毎日が勉強で、お客様や

周りの方々に育ててもらっています。こうした環

境に身を置けることを幸せに感じています。 
 
趣味は？ 

 水泳。 
結婚前は１日１．５㎞泳いでいましたが、結婚

してからは全く機会が無くなりました。仕事帰り

にジムに通って泳ぐことが、今となっては夢の夢

です。 
 
今後の抱負は？ 

業務を習得して、早く一人前になりたいと思い

ます。 
 
「わたしには、社会経験がないので…」と謙遜

されていたが、持ち前の誠実さと行き届いた心づ

かいは依頼者の信頼を得るのに十分！ 
着実に実務の基礎を身につけようとする行動

力に、この仕事にかける熱意を感じました。 
 
子育て世代の働く女性の思いが伝わる訪問と

なりました。やさしい語り口が魅力的。貴女なら

きっとすぐに夢は実現できるでしょう。    
ご活躍を期待しております。ご協力ありがとう

ございました。 
（宇都宮支局長 遠藤美代子） 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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その巨大な石たちはただそこに在る。いつか

らそこに在るのか、悠久の時に尋ねても答えて

はくれない。世界各地に点在する巨石文化のひ

とつなのか、太古の森に住むというダイダラボ

ッチが運んできたものなのか、わからない。た

だそこに在るだけだから。 

 

 足利市中心部より北へ約１４ｋｍ、山間部を

縫うように車を走らせ山中へ分け入ると、さほ

ど広くない駐車場へ行き着く。昔、名草巨石群

には弁財天が祭られていたが明治の神仏分離

後、現在は厳島神社が鎮座している。名草巨石

群は厳島神社境内の弁天沢と呼ばれるところ

に在る。駐車場より厳島神社の参道を登り始め

ると両脇に杉並木が林立し、気温がたしかに下

界より低い、岩清水、

蝉しぐれ、涼を求め

るという言葉がよ

く似合う。参道を登

りつめると突然、巨

大な奇岩たちが視

界に飛び込んでく

る。「弁慶の手割り

石」、「太鼓石」、「石

割り楓」、「葛籠石」、

「御船石」、「笠石」などの巨石たちが重なり連

なる不思議な空間が広がっている。中でも周囲

約３０ｍ、高さ約１１ｍ「御供石」と呼ばれる

巨石の下部には洞穴があり、この洞穴をくぐり

抜けることを「胎内くぐり」と云い、いにしえ

より民間伝承の対象となっている。巨石のほと

んどは花崗岩で、花崗岩特有の風化現象を示す

ものとして昭和１４年、名草巨石群として国の

天然記念物に指定された。 

 

厳島神社は足利七福神めぐりのコースにも

なっている。これは戦前行われていたものが昭

和６２年復活したものだ。平成元年、厳島神社

境内に弁財天が再び造立され、他の社寺の七福

神と共にコースをめぐる人々の繁栄、家運隆昌、

健康増進の願いを聞いて、そして見守っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名草巨石群周辺は足利県立自然公園の北端

に位置しハイキングコースが整備され行道山、

両崖山、織姫山へと続いている。また峠を越え

ると松田川ダムへと行き着く。ダム湖とキャン

プ場の上空をワシであろうか、名も知らぬトリ

が翼をひろげて、羽ばたくことも無く、悠々と

山の彼方へ飛んで行った。 

（支局長 木村昇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名草巨石群 
支局かわら版

足利

な ぐ さ き ょ せ き ぐ ん   
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【小 山】 

小小山山支支部部役役員員会会開開催催  

７月２１日（水）午後５時より、小山市「隠れ

家」にて理事会が開かれた。本年度の支部事業に

ついて協議が行われ、以下の通り決定した。 
○栃木支部との合同研修会 １０月１日（金） 
 恒例となった栃木支部との研修会は、今回は栃

木支部が幹事となり、栃木サンプラザにて開催。 
○三士会無料相談会 １０月３日（日） 
 多数の相談者が予想されることから、新人会員

にも積極的に参加していただき、相談への対応

の仕方を学んでもらう。 
○三士会合同ハイキング（幹事：行政書士会） 
１０月２３日（日）井戸湿原・横根山にて 

 ９月上旬ごろ、会員に詳細を通知する予定。 
○ボウリング大会及び忘年会 １２月３日（金） 
○ボランティア活動 
 春、秋、年末の年３回、県民総ぐるみ運動の一

環として、交通安全街頭周知活動を行っている

が、今年も交通事故死ゼロを目指し、活動を続

ける。 
○行政書士無料相談会（小山市役所：毎第３水曜） 
 今年、小山市より委託を受けスタートした無料

相談会。毎回４名の予約枠はいっぱいで、市の

担当者からも大変好評とのお言葉をいただい

ている。今後更に相談員を募集し、さまざまな

相談に対応できる体制を作っていきたい。 
 （平成２２年７月２１日の無料相談会より） 
 

 
 
 
現在、小山市に続き、野木町からも無料相談会

の委託のお話を頂いており、小山支部では、町側

の意向を確認しながら、積極的に取り組んでいく

予定である。そしてこれを機会に、このような専

門相談会の地域を広げるなど、小山支部として新

たな事業に挑戦し、地域に根ざした、また地域の

住民にとって、身近で信頼される行政書士を目指

し、今後も活動を展開していきたい。 
（支局長 作道みゆき） 

 

 

【足 利】 

足足利利支支部部役役員員会会開開催催  

 ７月１０日（土）午後６時、足利市民プラザに

て足利支部理事会が開催された。理事会に先立ち、

本年度総務大臣表彰を受賞された牧野稔会員に県

書士会須永副会長より表彰状が授与された。足利

支部としては昨年度の近藤・松長両会員に続き２

年連続の受賞となった。牧野先生おめでとうござ

います。         （支局長 木村昇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 支 局 情 報 
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 今年、４年に１度のＦＩＦＡワールドカップが

開催されました。 
 グループリーグが始まる前は、それまでの試合

の結果から、各メディアからの日本代表チーム（特

に岡田監督）に対する評価は厳しいものでした。

そのせいか、今回のワールドカップは、過去数度

のものと比べると、日本国内での開催前の期待度

は高くなく、盛り上がりにも欠ける印象がありま

した。 
 しかし、グループリーグで日本がバーレーン戦

に勝利すると、メディアを含む日本国内での反

応・日本代表チームや岡田監督に対する評価は、

驚くほど一変しました。残念ながら、オランダ戦

では、惜しくも負けてしまいましたが、デンマー

クにも勝利し、決勝トーナメント進出にまで至り

ました。初戦に勝利したことで、自然と「次も」

という期待感が高まり、サッカーの『にわかファ

ン』になられた方も多かったのではないでしょう

か（私自身、サッカーでもバレーでも、日本代表

チームの試合になると、突然にわかファンになっ

てしまう一人ですが…）。 
 サッカーに限った事ではありませんが、国際試

合の場合、前評判がたつことが多く、その評判が

良ければ良いほど、無意識であっても、私達は選 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
手やチームに期待してしまいます。しかし、その

期待度が高いほど、選手にとっては大きなプレッ

シャーとなり、本番でのパフォーマンスにも影響

を与えてしまうこともあるのではないでしょうか。

今回、岡田監督はその辺まで計算し、その戦略は

グループリーグ前の試合から始まっていたのかと

考えさせられてしまいます。こればかりは、本人

でなければ分かりませんが…。 
 また、ワールドカップでの日本戦が行われた際

には、サッカーファンが、日本国内でのパブリッ

クビューイングや、試合の様子を流す飲食店・ス

ポーツバー等に集まって応援する様子も、メディ

アによって映し出されていました。そこには、目

的や時間等、同じものを共有することで生まれる

一体感がありました。そんな映像を見ると、近年、

「若者が冷めている」・「人との関わりをもつこと

を避けるようになった」等、言われることも多い

ですが、本心では、どこかで熱くなれるものや人

との関わりを求めているのではないかと感じまし

た。 
 今年のワールドカップは、試合の行方はもちろ

んですが、私にとって、気になることの多いイベ

ントでした。 
（那須支部支局長 冨田倫子） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 たくさんの 

ご応募お待ち 

してます♪ 

総務部よりお知らせ 

～行政書士法制定６０周年記念誌～ 一口コメント募集 
 

 平成２３年２月２２日、行政書士法制定６０周年を迎えます 

記念事業の一環として、これまでの１０年の行政書士会の歩みをまとめた記念誌を発行いたします。 

会員のみなさまの「一口コメント」を掲載いたしますので、是非ご参加ください。 
 
1.募集内容 １００文字以内の文章（テーマは自由）および顔写真 

        ※原稿、写真の返却はいたしません。ご了承ください。 

        ※写真がない場合は、文章のみの掲載といたします。 

 

  2.送付方法 下記のいずれかの方法で「栃木県行政書士会 事務局あて」にお送り下さい。 

       《郵 送》 〒321-0046 宇都宮市西一の沢町1-22 

       《ＦＡＸ》 ０２８－６３５－１４１０ 

       《メール》 gyosei-totigi@mail.gt9.or.jp 

  

3.締 切 日 平成２２年９月１５日（水） 
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第第２２１１回回全全国国女女性性行行政政書書士士交交流流会会ＩＩＮＮととちちぎぎ  

 ７月４日鬼怒川グランドホテルにおいて、住吉

和夫栃木県行政書士会会長、福田富一栃木県知事、

大橋芳明日光市副市長のご臨席を賜り北は秋田県、

南は熊本県まで全国２４県９０名の女性行性書士

が一同に集まり開催された。 
交流会の中で、相羽利子新潟県行政書士会会長

〈日行連常任理事〉の講演が行われた。新潟会が

ＡＤＲ認証を受けるまで６年の歳月をかけたこと、

新潟水害の時には無料相談を開催し県民と向き合

ったことなどを話された。日行連理事としては、

行政書士の目指す道は「行政テラス」との講演が

なされた。 
その後１０のグループに別れ各単位会の活動状

況を話し合い、グループごとに発表した。主なも

のを記載してみる。 
・静岡会は経営審査の事前審査の業務委託を土木

事務所ごとに、単位会が推薦した８名程度の行政

書士が行い、その後本申請を県職員が３名で行っ

ている（登録会員１００名）。  
・岐阜会は経営審査の業務委託を、土木事務所で

県職員が受付したものを行政書士が審査を行って

いる。  
・兵庫会は事業団を運営し、頒布品の販売を行っ

ている。  
・福島会はいわき市からの業務委託で高校（１年

に２０校）を訪問し「キャッチセール防止対策」

などの消費問題セミナーを開催している。同じく

いわき市からの業務委託で民間交番を設置し定期

的に消費問題中心の相談会を開催している。  
 今後も各単位会と連絡を取り合い業務推進に役

立てていきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７月５日は華厳の滝、東照宮、金谷ホテルで１

００年カレーの昼食と日光を案内した。初めて栃

木県を訪れた人達もいて、今回紹介できたのはほ

んの一部だが、又の機会に今度は他の観光地も訪

問してほしいと思う。 
交流会開催にあたり栃木県行政書士会には大

変なご協力を頂き感謝申し上げます。 
（世話人代表 手塚理恵） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

講演会（講師：相羽利子新潟会会長） 

分科会 

交差点 
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●本特別講座修了後の効果測定を受け、合格点に達することで出張封印取付実務者推薦書の 

本会会長推薦条件の一部を満たすことになります。 

 
○開催日時 平成22年 9月 7日（火）10：00～16：00 

○開催場所 栃木県行政書士会館２階 

○対 象 者 行政書士会員 

○受 講 料 2,000円 

○研修項目および講師 

 自動車登録代行及び出張封印取付代行養成講座（行政書士 田渕  徹） 

時間割 講座科目 

第１時限 １０:００～１０:４０ 自動車登録の概要と出張封印 

 

第２時限 １０:４５～１２:００ 自動車登録書類の書き方 ＜実践＞ 

・移転登録 

・変更登録 

・抹消登録 

第３時限 １３:００～１４:３０ 出張封印を伴う登録書類の書き方 ＜実践＞ 

・個人間の売買による登録と出張封印 

・住所移転[管轄変更]による変更登録と出張封印

 ※希望番号のケースを含む 

第４時限 １４:３０～１５:００ 出張封印における注意点 

・損害賠償保険加入の件 [作業中の注意事項] 

第５時限 １５:００～１６:００ 効果測定 [ 希望者のみ ] 

○持 参 物 鉛筆、消しゴム、ボールペン 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入管法改正研修会                     業務開発部主催 

○ 開催日時 

平成22年 9月 16日（木）13：30～ 

○ 開催場所 

  栃木県行政書士会館２階 

○ 研修項目および講師 

  「入管法改正について」  （行政書士 福澤一夫、深見 史） 

「在留特別許可について」 （行政書士 岸  宏） 

○ 受講料 

  500円 

特別研修 出張封印                 業務研修部主催 
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事業承継研修会                      業務開発部主催 

○ 開催日時 

平成22年 9月 17日（金）13：30～ 

○ 開催場所 

  栃木県行政書士会館２階 

○ 研修項目および講師 

  「事業承継と経営戦略としてのМ＆Ａ」 

（常陽銀行 法人事業部 事業戦略支援室 武藤清顕 係長） 

○ 受講料 

  500円 

 

＜緊急開催＞ ～実務者向け 風営法改正研修のお知らせ～ 業務研修部主催 

○開催日時   
平成22年 9月 21日（火）13：30～17：00 

○開催場所    
栃木県行政書士会館２階 

 ※受講希望者の人数によっては別会場になる場合があります。 
変更の場合は追ってＦＡＸにてお知らせいたします。 

○対象者 行政書士会員（風営実務者向け） 
○受講料 

500円 

○研修項目および講師 
 
 
   

 
 
 

 

行政書士基礎講座 延期のお知らせ                業務研修部 

当初、９月２１日に予定しておりました当講座に関して、風営法改正に 
伴う早急な対応が必要になったことから１２月に延期になりました。 
他の月に関しては従来通り開催の予定ですので、随時「行政とちぎ」を 

ご確認いただきますよう宜しくお願いします。 

 
第１部「風営法施行令の一部改正（主にラブホテル等営業）について」 

  ◆時間 13：30～14：30 

  ◆講師 栃木県警 生活安全企画課 営業係 

 

第２部「店舗型性風俗特殊営業（ラブホテル等）届出の実務について」 

 ◆時間 14：30～17：00 

 ◆講師 行政書士 岸 宏（当会顧問、風営専門特別指導員） 
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研修会申込書 
申込欄に○を付けＦＡＸ願います。（ＦＡＸ：０２８－６３５－１４１０） 

研修名 受講料 申込〆切 申込 ﾃｷｽﾄ申込 昼食 

\500 程度

９／７ 特別研修 出張封印 2000円 9/2  －  

９／１６ 入管法改正研修会 500円 9/13  － － 

９／１７ 事業承継研修会 500円 9/14  － － 

９／２１ 風営法改正研修会 500円 9/15  － － 

９／２５  ＡＤＲ調停人養成PG基礎編 第４回 無料 9/22  － － 

９／２８ 
ＡＤＲ調停人養成PG 

家族法分野研修② 
無料 9/24  － － 

 

支部名  

ＦＡＸ  
氏 名

 

 

募 集 

ＡＤＲ調停人養成PG  家族法分野研修②            業務開発部主催 

○開催日時 

平成22年 9月 28日（火）13：30～17：00 

○開催場所 

 栃木県行政書士会館２階 

○研修項目および講師 

「親族法概説２」（行政書士 久我臣仁） 

○受講料 

 無料 

ＡＤＲ調停人養成PG基礎編 第４回            業務開発部主催 

○開催日時 

平成22年 9月 25日（土）10：00～17：00 

○開催場所 

栃木県行政書士会館２階 

○研修項目および講師 

行政書士 古川正美、安 圭一（茨城会）、土方美代（栃木会） 
○受講料 

 無料 
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 公共機関等の窓口に当会の会報「行政とちぎ」を陳列していただき、行政書士制度のＰＲを図る

ことを目的とした事業です。各事務所の宣伝や顧客開拓等にもご活用ください。新入会員も積極的

にご参加ください。 

※２１年度参加会員もあらためてお申込みください。 

 

配布先：地域包括支援センター、保険センター、社会福祉協議会、郵便局、ＪＡ、銀行、信用金庫、

商工会、行政機関支所等 

 
申込 FAX ： ０２８－６３５－１４１０ 

申込締切 ： 平成２２年８月３１日（火） 

 

 
参加申込書 

 
 平成２２年度「行政とちぎ」配布事業への参加を申し込みます。 
 

平成２２年   月   日  
 
 

平成２２年度 

「行政とちぎ」配布事業参加者募集 

支  部  氏    名 
 

 

 希望配布先 部数 希望配布先の住所／電話 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

※２部以上の配布を希望される場合は「部数」欄に希望部数を記入してください（空欄の 

 場合は１部となります）。 
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７月１４日、栃木県行政書士会も構成団体とな

っている栃木県人権教育・啓発推進県民会議の本

年度会議が栃木県庁で開催され、本会も出席した。 
この会は、栃木県、栃木県教育委員会など行政

機関のほか、弁護士会、司法書士会などの法務団

体、マスコミ、宗教団体など、県内６０団体で構

成され、人権教育・啓発運動を共同ですすめるこ

とを目的としている。 
２１年度の事業報告、２２年度の事業計画が詳

細に報告され、栃木県の人権教育事業への真摯な

取り組みがうかがえた。 
しかしながら、会議の中でも指摘されたように、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

国連人権委員会から毎回勧告を受けている日本は、

人権問題において国際的には非常な遅れをとって

いる。国連勧告を受け入れ国内法を整備するとこ

ろまでたどりついていない現状を、地域社会とし

てどのように考え、日々の教育・啓発事業にどう

反映させていくのかが問われている。 
「人権を考えよう」という抽象的な呼びかけで

はなく、差別解消に向けた具体的な活動方針を立

てていくことが今後の課題だろう。構成団体のひ

とりとして、栃木県行政書士会の果たす役割も大

きい。 
（総務部 深見史） 

 

栃木県行政書士会 

ののぞぞままれれるる具具体体策策  
栃栃木木県県人人権権教教育育・・啓啓蒙蒙推推進進県県民民会会議議にに出出席席  

ホームページ業務別名簿に掲載されている会員の皆さまへ 

顔写真掲載開始のお知らせ 

 当会ホームページに掲載しております業務

別の会員名簿ですが、「文字だけの表示では顔

が見えず頼みづらい」との利用者の声にお応え

し、顔写真の掲載を行うことになりました。 
 
 顔写真の掲載を希望される会員の方は、事務

局まで写真をご提供ください。サイズの指定は

ありませんが、表示サイズは縦８０×横６０ピ

クセル程度を予定しておりますので、このサイ

ズに収まるよう調整いたします。このため、全

身の写真等を提供された場合、顔部分をトリミ

ングして使用させていただきます。ご了承くだ

さい。 
※プリントした写真の場合、裏面に「支部」と

「氏名」をご記入ください。 

※メールで写真をお送り頂く場合、 

 件名に「HP名簿用写真」と入力 

 してください。 
メール送付先 

gyosei-totigi@mail.gt9.or.jp ※実際の画面と異なる場合があります。
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 募 集 
下野新聞に会員名簿広告を掲載します 

栃木県行政書士会では、行政書士制度６０周年記

念事業の一環として、｢あなたの身近な相談相手行

政書士｣をＰＲするため、会員名（または事務所名）、

事務所所在地､電話番号を掲載し、会員数の多さと

新間掲載による信頼性を訴求する予定です（掲載時

期９月下旬～１０月上旬）。 
 
この広告に掲載を希望される会員の方は、行政と

ちぎ（平成２２年６月号）同封の振込用紙に必要事

項を記入の上、広告料を郵便局よりお支払いくださ

い。 
※振込用紙をお持ちでない場合は、事務局までお問い合

わせください。  
・最終締切：平成２２年８月３1 日（火） 

・広 告 料：１万円 
 

 

※
デ
ザ
イ
ン
は
未
定
で
す
。 

行政 アド 宇都宮市西一の沢町 
☎０２８－６３５－１４１１ 

掲載イメージ（実際と異なる場合があります） 

 
○会員名か事務所名のいずれか希望される方の掲載となります。 

 ※選択されていない場合、会員名での掲載となります。 

 

○掲載内容（会員名／事務所名・事務所所在地・電話番号）は、栃木

県行政書士会会員名簿（平成２１年１０月１５日現在）の内容とな

ります。なお、同名簿発行後に入会された場合及び事務所名等を変

更された場合は、日行連に登録された内容での掲載となります。 

 

○ 一会員（一事務所）あたりの掲載スペースは同一のため、文字数が

多い場合は文字サイズが小さくなります。 

 

○ 複数スペースの申込はできません。 

新聞広告と同内容のインターネットＷＥＢサイトが 

下野新聞ＷＥＢサイトトップページ（月間 70 万アクセス！）

にリンクされます（10 月中旬～来年 3 月末）。 

NEW! 
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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 

芳 賀  

布施 智宏 
H22.7.1 

321- 

4369 
真岡市熊倉 1-14-16 0285-85-7180  

芳 賀  

櫻井 隆一 
H22.7.1 

321- 

3622 

芳賀郡茂木町 

大字北高岡 1067 
0285-63-4169  

佐 野  

小池 啓之 
H22.7.15 

327- 

0004 

佐野市赤坂町 953-13 

 ステラリオーネ A201 
080-6540-1467  

宇都宮  

仙波 信夫 
H22.7.15 

320- 

0056 

宇都宮市戸祭 3-4-15 

宇都宮プラザ F812 
028-643-3703  

 

【退 会】  

支 部 氏 名 退会年月日 備 考 支 部 氏 名 退会年月日 備 考 

宇 都 宮 佐藤 規之 H22.7.1 廃 業     

 
【変 更】                            *住居表示変更に伴う変更 

支 部 氏 名 変更事項 変 更 内 容 

芳 賀 瀬尾 隆昭 事務所** 真岡市東光寺 1‐9‐5 

小 山 植野 康則 事務所 小山市外城 12‐2 

 

 

 
 
 
 
 
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木県行政書士会員の動き 

（平成 22年 7月 31 日現在）

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）

盆踊りの季節、栃木県に生活している幸せ
を、しみじみと思う。各地でナマの「お囃
子と唄」が演奏されて日光和楽盆踊りとな
る。 
このナマ演奏が全国でどの程度行われて

いるのか？どんな曲と踊りなのか、大いに
興味がある。 
今年も盆踊りをたずねて歩くのだが、さ

て、どこの県に照準を合わせようか？ 
（山本昭子）

行政とちぎ８月号 №404 
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 

Ｗｅｂグループウェア「desknet’s」ご利用の皆様へ 

 当会ホームページの会員専用ページからご利用いただいて

おりますＷｅｂグループウェア「desknet’s」ですが、「2011

年以降のカレンダーが表示されない」という不具合を解消する

ためのバージョンアップ作業を行うことになりました。 

作業予定日時：８月２６日（木）１５時～１７時 

※作業中はホームページの閲覧、Ｗｅｂグループウエアの使用

（書士会のアドレスによるメールの受送信やファイルの閲覧、

電子会議室の利用等）が出来なくなります。 

ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。

平成 22 年秋の交通安全 

県民総ぐるみ運動について 

平成 22 年 9 月 21 日(火) 

～30 日(木)の 10 日間

《栃木県の運動の重点》 

高齢者に優しい３Ｓ運動の実行 

ＳＥＥ  高齢者をいち早く発見 

ＳＬＯＷ  高齢者を見たら減速 

ＳＴＯＰ  危険を感じたら停止 

交通事故死ゼロを目指す日 

平成 22 年 9 月 30 日(木) 
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