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時時代代にに対対応応ででききるる行行政政書書士士集集団団ををめめざざししてて  

栃木県行政書士会 会長 須永 威 

 

２０１２年の新春を迎え、謹んで新年のご挨拶を申し上

げます。 

昨年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震は、マ

グニチュード９．０という稀に見る大地震により、巨大津

波を引き起こし、更に福島第一原子力発電所事故を誘発し、

被災者数、被害者規模ともに未曾有の大惨事になりました。 

あれから１０ヶ月、復旧・復興に向かっておりますが、

政府の対応については必ずしも住民は満足している状況に

至っておりません。希望の光は一向に見えない現実があり

ます。本県も震災県として、さまざまな問題に直面してお

ります。栃木県の誇る日光、鬼怒川、那須等の観光客の大

幅な減少、食の風評被害、放射能汚染による農産物の安全

等、取り巻く環境に行政も苦慮しております。 

さて、会長になってまず推進したのが「とちぎ行政書士元気プラン」の実現でありました。「東日本大地

震被災者向け相談会」を各支部において実施することは勿論でありますが、県内の中小企業、特に零細企業

は大企業の下請けが多く、生産量の低下により受注量が減少し、計画節電１５％が実施される中で益々低迷

が予想されます。一方、物品販売業の多くは風評被害に悩まされており、前段で申し上げたホテル、観光地

のサービス業が特に影響され、倒産の憂き目にさらされた所もありました。全産業及び個人消費者も買い控

え傾向で我々の業務受注も低下は免れません。「我々がまず元気になることが相手を元気にする」をモット

ーに、業務研修部に「行政書士げんき塾」を提案しました。また、制度推進部と各地区の支部長にお願いし、

「地元企業を元気にします あなたの街の行政書士がお役に立ちます」というキャッチフレーズのもと、地

域の商工業者の拠点である県下７ヶ所の商工会議所において、「無料相談会」をはじめて開催することがで

きました。今後もさらに連携を深めていきたいと思います。日行連も同様な動きを開始しました。 

昨年は、１都１０県（東京・神奈川・千葉・茨城・埼玉・群馬・長野・山梨・静岡・新潟・栃木）が一同

に集まる１１年に一度の一大事業「関東地方協議会連絡会」を２日間に亘り那須のホテルで開催できました。

福田知事、地元の高久那須町長にもご臨席頂き、風評被害を払拭する食の安全宣言を行って頂き、同時に栃

木の観光ＰＲを頂いたことは関東地区から集まった方々に安心感を与え、県民にとっても大きな力になった

ことでしょう。 

日本行政書士会連合会の動きですが、福島県郡山市に「日行連被災者相談センター」を設けて①主に被災

自動車の抹消登録・自動車税の還付手続等の無料相談を行っております。②１０月より政府の原子力損害賠

償支援機構による原発事故に対する賠償請求手続きを支援する「訪問相談チーム」に弁護士とともに行政書

士も加わり、無料の電話相談や対面相談を実施しております。 

最後になりますが、今年、栃木県行政書士会として特に推進したい事項及び課題としては 

① 本行政書士会全国会長会で決議した「暴力団排除条例の会員に対しての徹底及び対策委員会の設置」 

②「支部組織の再編に関する検討委員会」の設置 ― 会員の高齢化に伴う会全体のスリム化、活性化 

③「栃木県行政書士議員連盟」の再編 ― 協力議員の参加により強力な組織にする。 

以上、年頭に当たり所信として申し上げさせて頂きました。今年も一歩前進できるようがんばりますので、

会員各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。 
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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。 
 昨年は、３月１１日に発生した東日本大震災と

いう未曾有の災害からの復旧・復興に全力で取り

組んだ１年でありました。 
 我が国に甚大な被害をもたらしたこの大震災に

対しまして、県では、地震発生後直ちに災害対策

本部を立ち上げ、市町を始めとする関係機関と密

接に連携を図り、ライフラインの復旧、福島第一

原子力発電所の事故に伴う対策や、県外からの避

難者への対応など復旧に必要な考え得る限りの手

立てを講じて参りました。また４月には、震災復

興推進本部を設置し、被災者の生活支援、農林業

や観光業等における風評被害対策、全県的な節電

への取組など、復興対策にも全力を尽くして参り

ました。特に、原子力発電所事故に伴う放射性物

質の影響により県内の空気や水、土壌等の安全性

が脅かされるとともに、ホウレンソウや牛肉など

一部の農畜産物は一時出荷停止という事態に至り

ました。これらに対し、各種検査体制の確立や校

庭等の表土除去への支援など最大限の努力を払っ

てきているところです。 
 現在、地震による直接的な被害につきましては、

おおむね復旧の見通しが立ちつつあり、県内企業

の生産活動も持ち直しの動きが表れてきておりま

すが、未だ収束しない原子力発電所事故の影響や

電力供給不足の不安に加え、世界経済の先行き不

透明感、長引く円高とデフレ等により、景気回復

の遅れが懸念されるほか、雇用情勢も厳しい状態

が続いています。 
 

 
 こうした状況下において本年はまず、放射性物

質に対する各種検査を徹底するとともに、１２月

に設置した「原子力災害対策チーム」を中心に、

市町と連携した取組等を進めて参ります。 
 また、昨年４月にスタートさせた栃木県重点戦

略「新とちぎ元気プラン」に掲げる「安心」「成

長」「環境」の３つの重点戦略は、いずれも震災

から立ち直り、新たなとちぎづくりを進めていく

上で欠かすことのできない政策の軸となるもので

ありますので、引き続きプランの着実な推進を図

って参ります。 
 本年５月には、東京スカイツリータウンに本県

のアンテナショップ「とちまるショップ」がオー

プンします。任期２期目の仕上げの年を迎えるに

あたり、今まで以上に本県の誇る食や自然、産業、

観光、文化などとちぎの魅力を丸ごと発信し、県

内２６市町とともに東日本大震災を乗り越え、「新

とちぎ元気プラン」に掲げた「元気度 日本一 栃

木県」の実現に向け全身全霊を傾けて参りたいと

考えております。本年も栃木県行政書士会の皆様

のより一層の御理解と御支援をお願い申し上げま

す。 
 年の初めにあたり、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、新年の御挨拶

といたします。 
平成２４年１月 

  
 

 

  新年知事あいさつ                栃木県知事 福田富一  
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新年おめでとうございます。 
 私は、昨年５月に議長就任以来、公正・公平、円滑で活気ある議会、そして県
民により開かれた県議会の運営に全力で取り組んで参りました。 
 我が国は、昨年３月に東日本大震災に見舞われ、本県も含め東日本各地に未曾
有の被害がもたらされました。さらには、福島第一原子力発電所の事故に伴う被
害も大変大きなものが発生しております。 
 県議会といたしましては、震災関係補正予算を速やかに審議、成立させたほか、
災害対策特別委員会を設置し、今回の震災で得たことを教訓とし、家族愛・地域
愛など絆を大切に地域力を高め、災害に強い地域づくりを実現するため調査研究
を行っているところであります。 
 このような中、行政手続きが適正、円滑に行われることは、県民生活の安定に
大きな役割を果たすこととなります。今後とも専門家としての行政書士の皆様の
御尽力に御期待申し上げますとともに、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、新年の挨拶といたします。 

新春のごあいさつ      栃木県市議会議長会長（さくら市議会議長） 黒尾和栄  

新年あけましておめでとうございます。
希望にあふれた新春をお健やかにお迎えのことと心からお喜び申し上げます。 

 さて、近年の社会情勢の変動は著しく、法令改正等に伴い行政手続きが変化す
る中、行政書士の皆様方には、市民の身近な相談役として、大変重要な役割を担
っていただいており改めて感謝の意を表する次第です。 
 また、昨年は東日本大震災や大型台風等未曾有の災害にみまわれ、国民の生活
が一変し今なお苦しんでいる人たちがいるのが現実です。全国民が一日も早くも
との生活に戻れ、安心した生活が送れるよう、今後更に行政書士の皆様の専門的
な知識が期待されることと存じます。 
 新たな年を迎え、栃木県行政書士会のますますの発展と、皆様方にとりまして
飛躍の年になりますようお祈り申し上げ、新春のあいさつといたします。 

平成２４年「新年の抱負」              栃木県市長会会長 佐藤栄一  

明けましておめでとうございます。 
昨年は、東日本大震災という未曾有の大災害に見舞われ、本県でも、被災した

方々への支援や公共施設の復旧などに全力で取り組み、生活基盤や都市活動の早
期回復を図るとともに、震災を踏まえ、耐震化のより一層の推進や情報伝達体制
の強化など、改めて災害に強いまちづくりを進めているところです。 
このような取組を通し、私は、改めて、将来へ明るい希望を持ち、安心して生

活できることのありがたさや、人々が思いを一つにし、助け合う絆の大切さを実
感しました。 
このため、私ども市長会は、県内１４市長相互の連携を一層密にして、都市生

活者の安寧を希求し、いかなる困難にも屈せず、確固たる信念を持ちながら、喫
緊の課題に取り組み、持続可能な都市を構築してまいります。 
栃木県行政書士会の皆様には、地域住民と行政の絆として、今後とも御協力を

賜りますようお願い申し上げますとともに、貴会のますますの御発展と会員の皆
様の御健勝を祈念申し上げまして、新年のあいさつといたします。 

新春のごあいさつ                  栃木県町村会会長 古口達也  

 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。 
 さて、長引く景気の停滞が続く中、昨年発生した東日本大震災に係る復旧・復
興に大幅な財政需要が予想され、国も地方もこれまで以上に厳しい財政運営を強
いられております。 
 私たち町村は、少子高齢化の進行、雇用対策、ＴＰＰ問題等、喫緊の課題が山
積していますが、各町村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
いくことに全力を傾注すべく決意を新たにしておりますので、今後とも行政への
ご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
 行政書士会におかれましては、成年後見、相続、遺言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鑚を重ねられており、住民と行政のパイプ
役として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と会員の皆様のご健勝をご
祈念申し上げ、新春のごあいさつといたします。 

新春のごあいさつ                   栃木県議会議長 神谷幸伸  
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              年男年女のみなさん 
 
 

温故知新（新たな出発）      宇都宮支部 前澤眞一 

今年は辰年、干支で唯一空想の動物で、龍は五輪（地輪、水輪、火輪、

風輪、空輪）を司りそして「立つ」に繋がる。といわれており、また「飛

龍」という言葉がある様に、新たな出発の年であり大きく飛び立ちたいと

思います。私の行政書士会への入会のきっかけは、昭和５４年当時「行政

研究会（＝後：行政書士実務研究会）」という勉強会にお世話になった事に

端を発します。当時の行政研究会は、若い行政書士が結集し、行政書士業 
務の研究と研鑽をしておりました。 
翌５５年行政書士会に入会、爾来「汗と恥をかく事を惜しまず」と心に

定め、行政書士専業で３０年余突き進んできました。その教訓として、「無

駄な汗も無駄な努力も無駄なものは一つもなく、全て必要な事」であったと感謝しております。 
最近になってやっとおぼろげに気付いた事があります、それは行政書士の業務はまだまだ潜在的

に大きな市場があるという事です。これまでの私の仕事を例えれば「足許に在る金の鉱脈に 
気付かないで、その上を流れる川で砂金を掬（すく）っている様なもの」ではないかと思います。

その鉱脈は広範で非常に大きいものの様な気がします。 
これからはその鉱脈を、行政書士会員の皆様のご協力を頂きながら、共に掘り当てたいと考えて

おります。そしてこの行政書士会のため、地域社会のため、ひいては住み良い社会構築のためにも、

微力ではありますが全力を傾注し精進して行きたいと思います。 
皆様の更なるご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。 
 

 
 

資格力の根底   宇都宮支部 福田 仁 

私は、資格を用いて約１０年前に行政書士の事務所

を開業しました。独立開業により時間を有効利用する

ことが出来るようになり、以前からの夢でした卓球の

指導や審判の資格にも挑戦することが出来ました。 

資格を取得した数年前から依頼が来るようになり、

昨年は「全日本卓球選手権の審判（写真）、審判員養成

の講習会（栃木県卓球連盟）の講師、スポレク祭（全

国大会）の審判長」などを経験し、資格の持つパワー

を実感することができた一年となりました。 

 また、指導の面においては優秀な小・中学生に恵まれ、現在指導者として「やりがい・喜び・ 

感動」に満ちた人生を歩ませて頂いております。 

ただ、私のように仕事や指導等が自由気ままにできるのは、『行政書士有資格者の妻、友子』の協

力があってのことであり、この場をお借りし妻に「感謝」をしたいと思います。 

これからも「感情」をうまく使い、様々な「絆」を築いていきたいと考えております。 

 

 



 
 

－5－ 

宇都宮支部 小野寺 康 

 最近、中学時代の同級生がバイクに乗り始めた。彼は２０代の頃ま

で乗っていて、４０代の今、再び乗り出した、いわゆるリターン 
ライダーである。なぜリターンしたのか動機を聞いてみると、近頃の

自動車とか生活道具の機能が向上して、非常に便利なのだが、反面、

機能に頼ってあまり頭を使わなくなったように感じたそうだ。 
バイクの操縦は両手両足をフルに使ってバランスをとっていなけれ

ばならず、また周りの道路状況等を常に判断するので頭の活性化にな

るようだ。自分に置き換えてみると業務上の申告書作成など複雑な計

算は会計ソフトが正確に計算してくれて、手書きで作成したころと比

べると本当に頭を使わなくなった。機械ができるところは機械にやってもらって、人間は機械がで

きないところで頭を使えばいいと弁解するのだが、易きに流れる自分の性格ではなかなかそうもい

かない。 
 干支が４回も回ってくるとさすがに機能の維持を考える必要があると思う。今回悩みながら原稿 
を書いて、こういった頭の使い方もたまには必要だなと実感した。 

  

足利支部 倉持友弘 

最近、１週間のうち歩くことでさえ事務所から

車までと車から役所の窓口や依頼人との打ち合わ

せ場所という、深刻な運動不足にふと気がつくと

きがあります。春と秋は町内の少女ポートボール

のコーチとして毎週のように小学校高学年のチー

ムと全力で練習試合をし、夏は祇園祭や納涼祭の

手伝いで子供お囃子練習の毎日の道具の用意、片

付けや当日の舞台作りなどをし、冬は趣味のスノ

ーボードとそれなりに体を動かしていたのですが、

スノーボードは一昨年あたりから激減し春夏秋の

役目も例えれば定年となります。既にポートボー

ルのコーチは昨秋の大会後に退任し、特に体を動かすこともなく２ヶ月が経過してしまいました。 

これから２０年、３０年とフットワークの軽い行政書士として活動していくために今年は通年で

できる運動を始めたいと考えています。 

 末筆ながら、皆様のご健康とますますのご活躍を祈念申し上げます。 

  

佐野支部 金子 武 

 年男を迎えて年数を考えると、気力・体力に限界

を感じ、社会から取り残されるようになりました。

まして、最近は生活環境の変化が激しく、優秀な代

議士先生でも、時代に合わない発言等により、更迭

される方も多く、総理大臣ですら任期が保てず、短

期で交代する昨今の社会情勢であります。 
私たち高齢者は生活を維持することが難しい時代

に健康に注意し、良い時代を過ごしたいと努力して

いきたいと思っております。 
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 辰年にあたって         日光支部 入江昭造 

私は七回目の生まれ年である、辰（みずのえたつ）を迎え、八十四

歳となりました。これまで日光車庫証明センター業務を発足以来三十

数年におよび続けております。これも仕事熱心な補助者や、書士会の

方々のご協力のお陰と感謝いたしております。 

それと自分なりに、健康に最大限、気を遣ってきたことが良かった

のではないかと思っております。毎朝晴雨に関係なく、愛犬と共に、

約四十分程の散歩を、何十年間と欠かすことなく続けており、ゴルフ

は五十歳頃からですが、過に一回多いときは二回と三十四・五年続け

ております。又、業務の他に社団法人全日本アミューズメント施設営

業者協会連合会会長を十二年間勤めさせていただきましたので、北海

道から沖縄九州まで数え切れない程、各地のゴルフコースを楽しむことが出来ました。毎日の晩酌

も欠かしたことはなく、これまで本当に充実したありがたい人生を送ってまいりました。しかしな

がら、昨年暮れに、加齢とゴルフが過ぎたことによるものか、足を痛めて目下治療に専念の身。今

は、一日も早くゴルフに復帰出来る事を祈る毎日です。 

ところで、私は毎年暮れに東照宮の干支の絵馬をお受けして、鏡餅と一緒に神棚にお飾りして、 

新年を迎えていますが、この辰の絵馬に添えられている辰年を寿ぐ詞がございますので、一部を抜

粋し、ご紹介させていただきます。 

「辰は、十二支の五番目の歳、方位は東東南、時刻は午前八時に当ります。季節では春、陽気漸く

盛んとなり、万物が変化伸長する時です。辰はまた龍に当てられます。龍は、中国では、鳳風・麒

麟・亀と共に四端と呼ばれ、雲を起し雨を呼ぶ変幻自在の霊力を有するところから、天子・皇帝の

象徴とされました。」 

我国においても、龍は神聖視され、神宝の剣や鏡などの装飾に使われており、民間には龍神信仰

や九頭龍伝説も残されています。また辰（龍）は、現在の日光東照宮を造営された、三大将軍徳川

家光公の干支であることから、東照宮の拝殿（国宝）天井の 「百聞百種の龍」や陽明門（国宝）

の「目抜きの龍」を始め、社殿各所に龍の彫刻・彩画が施されています。 

辰年の今年、東日本大震災という未曾有の国難から復興の最中にある我国が、〝昇龍″、の勢い

神通力を得られるようにとの願いを込めて… 

最後に栃木県行政書士会の益々の発展を願い、辰年に当り寄稿した次第です。 

 

新年を迎えて    那須支部 冨田倫子 

 早いもので、栃木県行政書士会に入会して５年が経

ちました。今振り返ると、初めての経験に戸惑うこと

ばかりで、目の前のことに精一杯のあわただしい歳月

だったように思います。新年を迎える度に、意気込ん

で「今年は～」と何らかの目標を立てるのですが、日

常に追われ、目標は達成されているような、されてい

ないような…。今年は特に、厄年ということもあり、

健康や怪我には注意し、平穏・無事に過ごせればと思

っております。もちろん、業務には精一杯取り組み、

知識拡充にも励みたいと考えていますが、時には、周

りを見る余裕も必要ですし、日常の生活においてはバ

ランス感覚を要する事柄は多いのではないでしょうか。色々な意味でバランスをとりながら、業務

や知識の日々の積み重を心掛けて過ごしたいと思います。 
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今今 月月 のの 表表 紙紙 ：： まま ちち のの 駅駅 ““ 新新 ・・ 鹿鹿 沼沼 宿宿 ””   

 
 
 
 
鹿沼市は、県西北部、東京から約１００ｋｍ圏内に位置しており、東北自動車道鹿沼インターチ

ェンジやＪＲ日光線、東武日光線などの交通アクセスも充実しています。豊かな自然と伝統文化が

息づく鹿沼市。新たな魅力も加わり、見どころ満載です！ 

  

新たな観光交流拠点 まちの駅“新・鹿沼宿” 

 平成２３年４月２９日にオープンした まちの駅“新・鹿沼宿”は、鹿沼を訪れたみなさんが、

観光情報を気軽に入手することができる施設です。 

さらに“新・鹿沼宿”では、「鹿沼ブランド」をはじめとする特産品や新鮮な地元農産物を販売。

お食事やお土産の購入もできます。また、日本一きれいなトイレには、トイレの神様が･･･。 

週末には、市民のアイデアを生かし多彩なイベントを開催しています。鹿沼を訪れたら、まず、

立ち寄っていただきたい施設です。 

  

ご当地グルメ「にらそば」 ぜひ、ご賞味ください！ 

 鹿沼市は、ソバの作付け面積、生産量ともに栃木

県１位。うまいそばの郷として知られています。そ

んなそばの郷では、昔からニラを「かさまし」や「色

どり」に使った、「にらそば」が親しまれてきまし

た。 

「にらそば」は、鹿沼市出身のガッツ石松さんが

テレビ番組で紹介したことで、人気上昇中。平成２

３年１１月に行われた「とちぎ元気グルメ選手権」

で、見事５位に入賞！ますます、注目度が高まって

いるご当地グルメです。 

シャキシャキとした甘みのあるニラと、のど越しの良い鹿沼そばの食感を、ぜひ、味わってみて

ください。 

 

地元若者が生んだ ご当地ヒーロー『絢爛郷土 カヌマン』 

 鹿沼市のご当地ヒーロー『絢爛郷土 カヌマン』。１号はイチゴ、２号はニラ、３号は鹿沼土、

４号はさつき、５号は木工と工業 と鹿沼市の特産品をモチーフにしたキャラクターで、鹿沼市に

在勤、在住の２０～３０代の若者を中心にした市民団体「鹿沼ヒーロー計画」が誕生させました。 

カヌマンの活動は、郷土愛にあふれて

います。地域のイベントや交通安全の呼

びかけに参加したり、東日本大震災後に

は、市内の避難所で子どもたちを励ます

など、市民に大変親しまれています。こ

うした精力的な活動を称え、鹿沼市の特

別住民票が授与されています。 

市内で開催されるイベントに、ふいに

現れ、いつの間にか消えてしまう不思議

なキャラクター カヌマンに、あなたも

会いに来ませんか？ 

 

    わがまち自慢    ―鹿沼市―   



 
 

－8－ 

 
 
今月の「おじゃましま～す！」は、宇都宮支部

の『行政書士ファーストスター大和福祉法務事務

所・宇賀神先生』の事務所を訪ねました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏 名 宇賀神 英巳（うがじん ひでみ） 
事務所 宇都宮市御幸本町４６３９番地３１ 
登録日 平成２２年１２月１日 
 
 
先生の事務所は、国道４号線（奥州街道）や平

出工業団地近くにあります。 
 今回は「え～！ そこから行政書士になっちゃ

うの？」と誰もが思う経歴の持ち主かもしれませ

ん。 
 
宇賀神さんは、某有名鉄道会社貨物にお勤めだ

ったと伺っていますが、どうしてそれを辞めて行

政書士になられたのですか？ 
「自分の道は自分で切り拓くような人生を目指し

てみたくなってしまったからです」 
 
 え～、鉄道のレールも人生のレールも嫌だった

の？？ 
「いえ、会社自体は、ご想像通り、とてもよい会

社で、人間関係にも恵まれ、今でも当時の同僚と

は付き合いがあるほどです」 
 

 それなら、色んなレールを降りるにしても、な

ぜ、行政書士の道を選んだのですか？ 
「十代後半の時、自分の無知から、うっかりお巡

りさんのお世話になったことがあり、その時に『知

らないことは恐ろしい。法律についてきちんと知

っておきたい』と考えた経験があったからです。

そこから自然と行政書士に興味を持ちました。ま

た、自分の、うっかりお巡りさんのお世話になっ 

 
 
たというのが自動車改造関連だったこともあり、

学んだことを今度は福祉に生かそうと、福祉車両

の製作・販売と、介護タクシーなど、福祉に関連

した許認可もまとめてお手伝いできるようになれ

ばと考え、それが事務所名の由来ともなっていま

す」 
 
話を少し戻して、その鉄道会社を辞めて行政書

士になるなんて、不安は無かったのですか？ 
「働きながら行政書士試験に合格したものの、当

然、不安だらけでしたので、すぐには退職も開業

もせず、本を読んだり、ネット検索をしたりして、

独立開業すること、行政書士のことについて情報

を集めました。そこで出会ったのが、ある先生の

ブログです。『苺の里から、行政書士日記』という

タイトルのブログでした」 
 
 それ、私のブログじゃねーか（笑）！！ 
 ２０１０年３月１５日の記事にコメントをいた

だいたのをキッカケに、コメントのやり取り、そ

して事務所に来たりってことになったんでしたっ

け・・・。 
 いやー、ホントに迷惑だった・・・なーんて。 
 
 それならなおさら、あのブログと、私の事務所、

私の雰囲気から、行政書士だけは止めようと思い

そうなものなのに・・・。 
「いえいえ、行政書士専業でバリバリ仕事してい

る先生の話を聞くことができて、この先生にでき

るなら、自分にもできるかな、と勇気づけられま

した（笑）」 
 
 失礼過ぎる・・・。もう、仕事教えてあげない・・・。 
「もちろん、冗談はさておき、今、自分が楽しく

行政書士をやっていけているのは、これまで、多

くのご依頼人の期待に応え、行政書士への信頼を

守り、そして、新参者に仕事を教えてくれる諸先

輩方のおかげと思っています。自分も、諸先輩方

のように、行政書士の信頼と価値をより高めてい

けたらと考えています」 
 
 私も、あっという間に追い越されたりしないよ

うに頑張ります・・・。それと、このブログ、更

新が途絶えがちなので、更新も頑張ります。 
（芳賀支局長 栁 知明） 

おじゃましま～す！ 会員事務所訪問コーナー 
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県道６７号通１丁目交差点を右折、通

７丁目交差点を左折、草雲美術館の標

識を右折       徒歩２５分 

県道６７号７丁目交差点を左折 

徒歩１５分 

徒歩５分

  
今回は、足利七福神めぐりの徒歩コース（約８

ｋｍ・３時間１５分）をご案内します。 
 
太平記館（入館無料） 
 観光駐車場（無料）に車を置き、七福神めぐり

のパンフレットをもらって、スタートです。 
 太平記館では、足利のおみやげの販売や、観光

パンフレットの配布、自転車のレンタル（３時間

５００円）もしています。 
 

福厳寺（布袋尊） 

 普段でも本堂が開いて

いてお参りすることがで

きるお寺です。お優しい

ご住職様に写真撮影を快

諾していただき、布袋様

と七福神図を撮らせてい

ただきました。七福神図

には、踊る布袋様を中心

に、楽しそうな様子が描かれており、見ていて和

みます。 

 ご住職様より一言。「外だけでなく本堂にも布

袋様をおまつりしていますので、お寺の行事など

が無いときは、本堂に自由に上がってお参りして

下さい。スタンプもありますよ」 
 

 
常念寺（毘沙門天） 

 保育園が併設されており、平日は子供達の元気

いっぱいの遊び声が響き渡っています。 
  

 

 

 

西宮神社（恵比寿神） 

 ここまで歩いてきて、この神社の石段を上がる

のはかなりきついです。 
 毎年１１月１９日、２０日に行われる秋季大祭

（恵比寿講）には、参道にお宝市が軒を重ね、多

くの参拝者で賑わいます。 
 
 

長林寺（福禄寿尊） 

 今年のポスターカレンダーの絵を描いた田崎草

雲のお墓があります。 
 
 
長尾弁天 

 赤い鳥居、赤い柱の本堂です。すぐ近くに織姫

神社の鳥居があり、２２９段の石段を上がると、

足利の街なみが一望できます。 
 
 
明石弁天 

 美人証明（女性の心のやさしさを証明するお守

り）を出しています。「なで弁天」もあります。 
 
 
心通院（寿老人） 

 住宅街の中にあ

り迷いそうになり

ましたが、よくみ

ると曲がり角ごと

に茶色の標識があ

りました。八角形の本堂の左側のお堂に寿老人像

が祀られており、普段でも見ることができます。 
             
 
鑁阿寺（大黒天） 

 大日様と呼ばれ、市民に親しまれているお寺で

す。春は桜、秋はいちょうの黄葉が綺麗です。 
             
 
太平記館 

  
 今回のコースは、お正月以外は無住の寺社がほ

とんどなのですが、あまり車が通らない道を歩く

ことが多く、おすすめです。いつものウォーキン

グコースに飽きたら、足利にウォーキングにいら

っしゃいませんか。   （支局長 岩本正代） 

徒歩５分

徒歩２５分

徒歩５分 

徒歩５分 

徒歩２０分

徒歩５分

支局かわら版 
足利七福神めぐり 足利支部 
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【那 須】 

那那須須支支部部ボボウウリリンンググ大大会会開開催催  

 １２月３日黒磯ボウルにおいて、那須支部でボ

ウリング大会が開催されました。例年、親睦目的

の支部活動として、バス旅行が行われていました

が、回を重ねるにつれ、旅行先の選択肢が限られ、

参加人数も減少の傾向にありましたので、それに

替えての新たな試みとして実施されました。 

ボウリングは１５名で２ゲーム行われ、参加者

は、皆真剣に、ゲームを楽しんでいたようです。

ゲームが終了する頃には息切れし、日頃の運動不

足を痛感しました（さらに、翌日は筋肉痛や腰痛

で苦しみましたが…）。 

ボウリング終了後は、中国料理店に会場を移し、

表彰及び食事会が行われました。那須支部事務局

内田会員のアイディアで、参加賞には「夢を！」

ということで、宝くじも加えられておりましたの

で、この記事が掲載される頃には、結果がでてい

ることでしょう。当たっていても「報告義務はな

し」とのことですので、もしかしたら…。 

 
 
 今回は、初めてのボウリング大会でしたが、良

い運動にもなり、ゲーム自体も楽しめ、その後の

食事会でも、ボウリングの話題から話が弾む等、

予想以上に懇親が深められたのではないでしょう

か。 
（支局長 冨田倫子） 

 
 
【足 利】 

 足足利利支支部部研研修修会会・・理理事事会会開開催催  

１２月８日（木）午後１時３０分より、足利市

民プラザにおいて足利支部研修会が行われました。

今回は、元裁判所書記官である宇都宮支部の小平

裕一会員に「内容証明・契約書作成業務」につい

て講義していただきました。 
 まず、内容証明について。定義、作成する上で

のルール、活用方法についての説明がなされ、具

体的な事例をもとに適用される法律を考えるとい

うものでした。 

次に、契約書の作成について。作成の流れ、作

成上の留意点、依頼者とのかかわり方についての

説明がなされ、具体的な事例における契約書の作

成例が示されました。 
講義後は時間いっぱいまで矢継ぎ早の質問が

なされましたが、ひとつひとつに丁寧に答えてい

ただきました。また、実務における実際の対応の

仕方も数多く伺うことができ、密度の濃いあっと

いう間の２時間でした。 
ご講義お疲れ様でした。次はぜひ「内容証明・

契約書作成業務その２」をお願いします。 
 
研修会に引き続き、支部理事会が開催され、今

支 局 情 報 
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回で２回目となる市民公開講座「相続・遺言・成

年後見」の日時が決定しました。 
開催日： 平成２４年２月１３日（月） 
時 間： 午後２：００～ 
場 所： 足利市民プラザ１０１号室 
                （定員８０人） 
 なお、前回の市民公開講座では、ご来場された

半数近くの方に講座終了後に行われた個別相談会

をご利用いただいたことから、今回も個別無料相

談会を万全の態勢で実施することとなりました。 
          （支局長 岩本正代） 

 
 

【小 山】 

小小山山支支部部ボボウウリリンンググ大大会会開開催催  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１２月９日（金）「ROUND１栃木・樋ノ口店」

（栃木市樋ノ口町５５－１）にて、『第２５回ボウ

リング大会』が開催されました。これは、会員間

の親睦を深めるという目的で、毎年この時期に開

催される、恒例のイベントとなっております。 
ボウリングは２ゲーム行われました。今回は、

個人戦ではなくチーム戦でしたので、各会員、各

チームで一致団結し、とても熱いゲームを繰り広

げました。 
その後、場所をかえ、「春道」（小山市松沼６５

２）にて、ボウリング大会の表彰式及び忘年会が

開催されました。 
忘年会では、料理を囲みながら、会員間で歓談。

来る平成２４年の抱負を固め、なおかつ、小山支

部会員・栃木支部会員間で親睦をさらに深めた一

日となりました。 
（支局長 渡邉康明） 

 
 
 
 

【宇都宮】 

「「福福田田富富一一知知事事をを囲囲むむ会会」」開開催催  

１２月７日（水）宇都宮支部恒例の「福田富一

知事を囲む会」が、午後６時より栃木県庁１５階

の展望レストラン「ダイニング十五家」にて４０

名が集まり開催された。 

 岸支部長の主催者あいさつに続き、福田富一知

事からあいさつをいただいた。その中で、１５階

の展望階から天気のいい日には東京のスカイ 
ツリーが眺めることができるとの話があり、その

写真も披露していただいた。 
 今回の会場となったレストランは、宇都宮市内

を一望でき、綺麗な夜景を楽しみながら食事をす

ることができるレストランである。そのような雰

囲気の下、知事と各会員同士で歓談を楽しみ、交

流を深めた。美酒に酔い料理を分け合い、知事と

会員同士で自身の思いを語り合うことは、情報交

換は勿論のこと、さらに明るく前向きな気分にな

ることができ、とても意義あることだと感じた。 

 午後８時半、郷間康久宇都宮市議会議員の中締

めを合図に、惜しみながら散会した。 
（宇都宮支部 齋藤丈威） 
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おお奨奨めめテテレレビビ番番組組  

皆さんは、テレビの地上デジタル化と同じ

頃に、２チャンネルの放送局名が「教育テレ

ビ」から「Ｅテレ」に変更になっていること

をご存知ですか。そして、この「Ｅテレ」の

番組が意外と侮れないことを、ご存知ですか。 

月曜日から金曜日の午前６時５５分から５

分間の番組「０６５５」があります。本家の

国営放送では、関東甲信越地域の天気予報（正

確には、「気象情報」）という大切な情報（も

っとも、「『傘マーク』のついてない所も雨が

降るかもしれません」って何？）が流されて

いる時間帯です。『オープニングソング』で始

まり、『日めくりアニメ』という、日めくりカ

レンダーを、いろいろなアイディアで１日分

めくるシンプルなアニメがあり、『あたし、ね

こ』では「いつものごはん」「スペシャルごは

ん」「大好きおもちゃ」「落着く寝床」などの

歌詞に合わせて、投稿されたネコの写真がス

ライド式に紹介されます（イヌヴァージョン

もありますが、私の好みは、もちろんネコだ

ニャ～）。そして、『おはようソング』で７時

を迎えます。蛍原さん（雨上がり決死隊の「宮

迫です」じゃない方）、松尾さん（ザブングル

の「悔しいです」じゃない方）、土屋さん（ナ

イツの「ヤホーで調べて」来ない方）という

絶妙（微妙）な３人組が歌う『２度寝注意報

発令中』や『忘れもの撲滅委員会』というタ

イトルの絶妙（微妙）な歌や、スパゲッティ

を茹でるときのための歌である「アルデンテ

の唄」（この歌を１６回？歌うと、ちょうどア

ルデンテに茹で上がるという）や幸せを呼ぶ

おまじない「Ｔｏｉ Ｔｏｉ Ｔｏｉ」の歌

（ｂｙデーモン閣下）や蒼井優さんがビデオ

出演している『１週間の歌（正確なタイトル

失念）』（曜日毎に、雨降りだったり、残業し

たり、お母さんから手紙が来ていたり）など

など、ほぼ毎月新作が登場します（金曜日は、

「おはようソング・セレクト」として過去の

曲も紹介されます）。 

 

 

 

 

 

土曜日には「０６５５」はお休みですが、

同じ時間（午前６時５０分から１０分間）に

「大科学実験」があります。放送時間はコン

パクトですが、人手（スタッフはサングラス

をかけて同じ服装で没個性で淡々と作業をし

ます）とお金をかけて大げさな実験をスタイ

リッシュに行う番組です（実験を行う端緒に

は小芝居も付きます）。テーブルクロス引き

（マチャアキさんが得意なやつ）のときは、

１０ｍ四方のテーブルクロスをスポーツカー

で引き抜いていました。そうそう、太陽の光

を集めてステーキを焼いたこともありました。

ゴミ袋で作った馬鹿でかい鯨を空に浮かべた

こともありました。先日は、人力発電（自転

車をこぐタイプ）でメリーゴーランド（イル

ミネーション付）を動かしていました。そし

て、ナレーションは「細野晴臣」氏です。贅

沢。決めゼリフは「やってみなくちゃ、わか

らない、だから大科学実験」です。 

午前１１時４０分頃には、８チャンネルで

「ペット百科～ネコの詩」があります。数分

間の番組で一般家庭の飼い猫の動画が流され

ます。たいてい生い立ちは不幸だったが、運

良く優しい飼い主に恵まれて、自由で穏やか

に過ごしている猫たちです。ナレーションで

エピソードが語られ、しみじみしたり、ほの

ぼのしたり。ネコの魅力に憑かれたネコ奴隷

とめぐり合えたネコは幸せです。そして、ネ

コに君臨されて喜んでいるネコ奴隷を見る、

幸せ。ネコ好きに悪い人はいないんだニャ～、

私以外は。 

（足利支部 底意地・悪次郎 こと 杵渕 徹） 
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 １２月１８日（日）鬼怒川温泉あさやホテルにて、

平成２３年度第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≫ 

議案第１号 栃木県行政書士会経理規程の改正に

ついて 

 事務処理の実情に即した改正。 

 

議案第２号 会報の名称変更に伴う関連規程の改

正について 

 会報の名称を「行政とちぎ」から「行政書士とち

ぎ」に変更したことに伴い、栃木県行政書士会サー

バー管理運用規程及び栃木県行政書士会専門業務

特別指導員運営規程を改正。 

 

議案第３号 栃木県行政書士会職員給与規程の改

正について 

 家族手当の見直しについて審議した結果、より内

容を明確化した改正案を作成中である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第４号 国際業務特別委員会の設置について 

 国際業務に関係する法規の調査・研究や実例の収

集及び研修を行うこと、東京入国管理局宇都宮出張

所及び国際業務関係機関等との連絡調整など広く

行政書士の係わる国際業務の推進に資することを

目的として設置。 

 

議案第５号 会費の免除申請について 

 議案第３号は審議の結果、会則第５１条により書

面による決議となった。議案第１号、第２号、第４

号、第５号は可決承認された。 

 

≪報告事項≫ 

（１）平成２３年度事業推進状況について 

（２）日本行政書士会連合会の近況報告 

（３）平成２３年度関東地方協議会連絡会の報告 

（４）平成２３年度行政書士試験実施報告 

（広報部 倉持友弘） 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １２月１８日（日）鬼怒川温泉あさやホテルにて、

平成２３年度第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前参議院議員、

野田尚吾前栃木県議会議長、山ノ井一男前西方町議

会議員、石渡丈夫前小山市議会議員、齋藤誠治高根

沢町議会議員による来賓あいさつの後、浅野吉知日

政連幹事により日本行政書士政治連盟の近況が報告

栃木県行政書士会 

平平成成２２３３年年度度第第３３回回理理事事会会開開催催 

※最新の会則・規則につきましては、当会ホームページの「会員専用」ページにてご覧いただけます。 
 

政連だより 

平平成成２２３３年年度度第第３３回回日日政政連連栃栃木木会会幹幹事事会会開開催催 
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され、続いて議案第１号「平成２３年度運動推進状

況について」、議案第２号「日本行政書士政治連盟栃

木会会費規程の制定について」が上程され、全会一

致で承認された。 

 なお、幹事会終了後には栃木県行政書士議員連盟

協力会員の紹介があり、螺良昭人栃木県議会議員、

花塚隆志栃木県議会議員、金子裕栃木県議会議員の

３名からあいさつをいただいた。 

（広報部 倉持友弘） 

 

 

 

 

 

去る１１月２８日（月）午後６時３０分より宇都

宮市内において、標記の件に参加いたしました。 
テーマは、「震災後の栃木づくり」でありました。

震災での原発の被害による放射能漏れの食へ及ぼす

影響については、主たる食品について放射性物質濃

度数値を測定して「食の安全」に努めているそうで

す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年１２月１６日（土）、栃木県行政書士

会館２階会議室において、自動車車庫証明申請セン

ター運営協議会（以下、「運営協議会」という。）主

催による研修会が開催されました。 
ＯＳＳ（ワンストップサービス）をテーマにした

研修を開催し、３２名の運営協議会会員の出席者が

ありました。 
講師には、北海道会に所属する深貝亨氏にお願い

いたしました。深貝亨氏は、日本行政書士会連合会

相談役であり、運輸関係の業務に長年に亘り携わっ

てこられた方です。 
研修の内容は、車庫証明業務の歴史から始まり、

行政書士法及び行政書士法施行規則の改正に関する

説明、ＯＳＳの概略及び状況、今後の栃木会センタ

ー方式とＯＳＳを共存させていく方向性についてご 
講義いただきました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
加えて、県庁内での数々の動き、県人口が１１月

１日現在で２００万人を割ってしまったこと、１１

月に県内でスポレクが行われ全国から１１万人が来

県されたこと、そして今年１１月にも見込まれる知

事選については「態度を保留している」との報告も

あり、午後８時３０分閉会となりました。 
            （副会長 青木勇夫） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木県ではまだ実施されていませんが、近い将来、

栃木県でＯＳＳが実施される際の共通認識を持つこ

とができました。また、ＯＳＳ実施に備えて運営協

議会がやるべきこと、運営協議会の会員が学ばなけ

ればならないことが明確になりました。 
 ＯＳＳは、車庫証明業務・自動車登録業務に関る

全ての行政書士にとって脅威と感じます。ＯＳＳ実

施に備えて、運営協議会と栃木県行政書士会が今ま

で以上に連携を強くし、協力しながら対応しなけれ

ばならないと強く感じられる研修会でした。 
（運協副会長 小林幸雄） 

第第７７回回「「知知事事とと語語るる会会」」にに参参加加ししてて  

交差点 自自動動車車車車庫庫証証明明申申請請セセンンタターー  

運運営営協協議議会会  研研修修会会開開催催  
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日 予  定 時  間 主  催 

1 水 三役会兼支部長会 10:30~ 総務部 
総務部会 13:30~ 総務部 

3 金 業務研修部会 10:30~ 業務研修部 
経営事項審査関連研修会 13:00~17:00 業務研修部 

5 日 那須支部無料相談会（於：ゆめプラザ那須） 10:00~15:00 那須支部 
6 月 倫理研修懇談会 13:30~ 申請取次委員会

7 火 電子定款作成・登記事項証明書等オンライン申請研修会 13:30~15:00 ICT 特別委員会

ＩＣＴ特別委員会 15:00~ ICT 特別委員会

8 水 登録説明会 10:00~12:00 総務部 
ＴＩＡ相談会 10:00~ 総務部 
国際業務研究会 13:30~  

9 木 会計精査 13:30~ 財務経理部 
業務開発部会 13:30~ 業務開発部 

10 金 編集会議 13;30~ 広報部 
制度推進部会 13:30~ 制度推進部 

11 土 市民公開講座「相続・遺言・成年後見について」【小山】 9:00~  
13 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 

ＡＤＲ調停人養成  

 法務研修 民事法講座 コンメンタール編⑤ 

13:30~17:00 ADR 特別委員会

市民公開講座「相続・遺言・成年後見について」【足利】 14:00~  
14 火 ＡＤＲ調停人養成 中級編 第３回 10:00~16:00 ADR 特別委員会

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 

那須支部無料相談会（於：那須塩原市役所市民室） 10:00~15:00 那須支部 
法定業務研修会「遺言・相続・遺産分割」１日目 10:00~17:00 業務研修部 

16 木 法定業務研修会「遺言・相続・遺産分割」２日目 10:00~17:00 業務研修部 
17 金 市民公開講座「相続・遺言・成年後見について」【宇都宮】 13:30~  
18 土 市民公開講座「相続・遺言・成年後見について」【塩那】 13:30~  
19 日 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） 13:00~16:00 足利支部 
20 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 

21 火 新入会員オリエンテーション 10:00~ 総務部 
行政書士基礎講座「はじめての建設業」 13:30~15:30 業務研修部 

22 水 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） 

10:00~12:00 小山支部 

栃木県との共催による研修会（於：栃木県教育会館） 13:00~17:00 総務部 
23 木 登録説明会 10:00~12:00 総務部 
24 

 

金 ＡＤＲ調停人養成  

 法務研修 民事法講座 コンメンタール編⑥ 

13:30~17:00 ADR 特別委員会

26 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) 

13:00~16:00 宇都宮支部 

27 月 綱紀委員会 13:30~ 綱紀委員会 

栃木県行政書士会カレンダー（２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（実費）。 
 
日行連№ 受信日付 文書の表題 

1043 H23.12.2 平成23年度コンプライアンス研修のDVDの送付について 

1057 H23.12.2 年末の登録事務処理について 

1072 H23.12.7 平成24年｢新年の抱負」掲載のご協力のお願いについて 

1065 H23.12.7 平成23年度12月分会費納入について 

1075 H23.12.7 平成23年度全国研修＜10月期＞のDVDの送付について 

1094 H23.12.12 平成23年度役員名簿の変更について 

1096 H23.12.12 登録に関する事務所の名称について 

1098 H23.12.12 法改正等に係る対外的要望等について 

1087 H23.12.12 ADR模擬調停について 

1079 H23.12.12 日行連発第1028号の訂正とお詫びについて 

  H23.12.12 新規登録者のご連絡について 

1110 H23.12.19 日本行政書士会連合会事務局の体制について 

1108 H23.12.19 平成23年度全国研修＜11月期＞のDVDの送付について 

1119 H23.12.19 e-Taxご利用案内について 

1124 H23.12.19 総務省発行「オンライン申請ガイドbook」(平成23年11月改訂版)の送付について

  H23.12.22 平成23年度全国研修＜２月期＞プログラム 

1135 H23.12.22 
平成 23 年度版「行政書士関係法規集」の有償頒布に係る希望冊数調査について(お

願い） 

1144 H23.12.22 登録に関する事前審査について(お願い） 

1145 H23.12.22 平成24年1月の登録申請書類の送付について（お願い） 

1158 H23.12.27 日本ADR協会ADR法改正問題ﾜｰｷﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ提言案に対する意見募集について 

1159 H23.12.27 
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」・「一括利

用」の新規利用及び更新を希望する会員の取りまとめについて(お願い) 

1172 H23.12.27 行政書士申請取次実務研修会効果測定結果に基づく再受講対象者の通知について 

1174 H23.12.27 暴力団等排除に関する決議について 

1175 H23.12.27 全国法規担当者会議結果報告書の送付について 

1179 H23.12.27 「OCR ｼｰﾄ第３号様式の３の改正について」の周知方について 

1182 H23.12.27 平成23年度全国研修＜２月期＞の開催について 

1186 H23.12.28 全国運輸交通担当者会議の開催結果について 

1187 H23.12.28 

「自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部を改正する

省令」及び「自動車の登録及び検査に関する申請における手続に係るフレキシブル

ディスクへの記録方法等に関する告示」の一部改正の周知方について 

 
 
 
 
 

 
 
 

日行連だより 

行政書士基礎講座「はじめての会計記帳業務」日程変更のお知らせ 

都合により、下記のとおり日程変更させていただきます。 

【変更前】平成２４年１月１７日（火）１３：３０～１５：３０ 

【変更後】平成２４年１月１９日（木）１３：３０～１５：３０ 

業務研修部より 
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ＶＴ           正副会長の動き 
  
 
 

日 時 行 事 出席者 内 容・場 所 
12/ 2(金) 10:00～10:30 正副会長会 全員 年末年始事業について 

10:30～12:00 三役会 全員 第３回理事会について 

13:30～15:30 総務部会 会長、青木 第３回理事会について 

13:30～15:30 財務経理部会 小林 10、11月の会計精査 

18:00～20:00 宅建協会・柔道整復師会との連絡会 青木、押野 栃木市 桃苑 

12/ 6(火) 18:00～ 三士会反省会 会長、田渕 宇都宮市 治兵衛 

12/ 7(水) 10:30～12:00 県警との連絡協議会 会長、手塚、小林 アーバンしもつけ 

12/ 8(木) 14:30～17:00   業務研修部会 手塚 一般研修の講義内容について

12/ 9(金) 13:30～16:30   広報部会 押野 会報の編集校正等 

12/10(土) 17:30～ 佐野自動車登録代行センター総会 会長 佐野 三岩 

12/12(月) 10:00～12:00 成年後見特別委員会 押野  

13:00～14:00 成年後見支援センター全体会議 押野  

12/13(火) 16:30～ 谷法務大臣政務官訪問 会長 関地協入管相談会報告 

12/15(木) 10:30～ 非行政書士対応 会長、田渕 非行政書士の事実確認 

12/16(金) 10:00～ 行政書士とちぎ表紙寄稿依頼 押野 日光市役所 

13:00～14:30 下野新聞取材 会長 新春トップインタビュー 

15:00～17:00 関地協連絡会反省会 全員 反省と来年度への申し送り 

12/18(日) 10:00～ 第３回理事会 全員 鬼怒川温泉あさやホテル 

12/20(火)  第１業務部会 会長 日行連 

12/21(水)  第１業務部会 会長 日行連 

12/22(木) 16:00～17:00 事務局との連絡会 会長、青木  

 
 
 
 
 
 
 
 標記の件について、今般、国土交通省自動車局自動車情報課より別添文書が届きましたので、お知らせい

たします。 
 また、今後の自動車登録検査業務電子情報処理システム（ＭＯＴＡＳ）更改に伴っては、①ＦＤ申請から

ＣＤ－ＲＷ申請への変更（Ｈ２４年より実施。猶予期間なし）、②ＯＣＲシート２号様式に「燃料の種類」欄

の凡例の追加、③平成２４年度から順次車検証の新用紙への切り替えなどの変更が予定されていることを確

認しており、年内にも省令が出される予定です。これについては、日行連でも情報を入手次第、改めてご案

内をいたします。 
 
  ※「自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部を改正する省令」及び「自動

車の登録及び検査に関する申請におけるフレキシブルディスクによる手続に係るフレキシブルディス

クへの記録方式等に関する告示の一部を改正する告示」につきましては、当会ホームページの会員専用

トピックスに掲載しております。 

ＯＯＣＣＲＲシシーートト第第３３号号様様式式のの３３のの改改正正ににつついいてて
                                            ～～日日行行連連よよりり～～   



 
 

－18－ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ＯＣＲシート第３号様式の３の改正について 
 
 今般、使用済自動車に係る自動車重量税還付申請書の様式が改正され、申請者所有者コード欄が新

たに設けられることとなりましたが、改正後の様式（別添参照）によるＯＣＲシート第３号様式の３

（以下「新シート」という。）については、平成２４年１月下旬以降に頒布される予定となっています。

 新シートが頒布されるまでの間、自動車重量税還付申請にあたっては、下記のとおり取り扱うこと

としていますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 
 なお、新シート頒布後においても、改正前の様式によるＯＣＲシート（以下「旧シート」という。）

により自動車重量税還付申請を行うことは差し支えありません。 
 

記 
 
１． 旧シートを使用し、申請者所有者コードを使用しない申請とすること。 
 
２． 旧シートの申請者欄余白部（新シートの申請者所有者コード欄に相当する部分）にコードを記

入して申請することについては、当該欄が国税庁所管の自動車重量税還付申請欄という性質上、

トラブルとなるおそれがあるため行わないこと。 
 

以上
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１．行政書士と会計記帳業務 

行政書士としての会計記帳業務については、平成２２年８月号の会報に掲載しましたのでこの

記載と併せて参考にしてください。 

行政書士の業務は、依頼された業務の申請届出が完了しますと次の業務依頼が無い限り手待ち

となり、経済不況の 近では特に業務が途切れがちとなってしまいます。 

その点、会計記帳業務は先方の依頼者が事業経営を続ける限り、その会計記帳整理が出来ます

から、これから行政書士業務を始めた新会員等には、お奨めします。 

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」に該当するものと解します。 

 

 

２．会計記帳業務の需要 

事業経営に伴う商取引を基本的な帳簿に記録することが会計記帳です。 

帳簿に記録するのは、事業経営のみではなく非事業体の団体においても行わなくてはなりませ

ん。業務の幅が拡がります。 

特に、事業経営者にとりましては、商売の目的である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。 

このような状況から、会計記帳業務には行政書士の出番があります。 

 

 

３．会計業務の知識 

記帳業務に「簿記」の 少限度の知識が必要になります。 

「簿記」や「会計」を学ぶには、商業学校しかありませんでしたが、 近では各地に専門学校

が数多く開設されていますからいつでも便利に学ぶ事が出来ます。 

簿記検定３級程度の「簿記」の知識を身につけるとよろしいかと思います。 

「簿記」は、取引の仕訳をするために簿記特有の「貸借平均の原理」により借方、貸方に振り

分けをします。 

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から、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。その為には、大事なことは、仕訳という簿記

特有の「貸借平均の原理」により取引を「借方」、「貸方」に振り分けをすることが大切になりま

す。この取引の振り分けは、人によって異なりますので特に大事なことになります。この、取引

の仕訳によって、コンピューターに入力することになります。 

 

 

４．帳簿書類 

会計帳簿は、事業や団体の規模、目的によって記帳整理する帳簿書類は異なります。 

記帳整理する次の書類や帳簿があります。 

Ａ 取引における書類 

見積書、注文書、受注書、納品書、請求書、領収書等 

入金伝票、出金伝票、振替伝票 

Ｂ 主な帳簿 

取引の事実を日付順にその日的により記録する台帳を帳簿という。 

帳簿には、次のような種類があります。 

専専門門業業務務指指導導員員  

堀堀越越  功功ははじじめめててのの会会計計記記帳帳業業務務



－20－ 

（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（小切手を発行する取引を記入する） 

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） 

以上の帳簿は、取引上主要な帳簿ですが簿記会計では補助簿と呼ばれております。 

 

 

５．帳簿の基礎 

取引が発生した場合において、各帳簿に直接記録記載をするのではなく、即座に処理できる「伝 

票類」が先ず利用されています。 

（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 

が使われている。 

① 商品の仕入れ及び商品の売上には、納品書（伝票）商品受取書等が利用されている。 

伝票は、様々な取引に取引の仲介として利用されている。・・・・・振替伝票の記載 

② 現金の授受には、領収書の発行 

入金先は・・・・・入金伝票の記載 

出金先は・・・・・出金伝票の記載 

取引には、その事業所において様々の伝票が使用されています。 

会計処理に利用するには、「入金伝票」「出金伝票」「振替伝票」が使用されています。 

この伝票は文房具店では、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る。 

金銭の出し入れが頻繁に行われる商店等においては、その都度「現金出納帳」に記入す

るのは煩わしくなり、その日の終わりに伝票から「現金出納帳」に記入するようにしてい

ます。 

商店などは、 近ではレジからコンピューターを利用して「現金出納帳」に直接記載が

行なわれています。 

（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する。 

取引の日付として年月日、相手（受取）先、取引内容、金額、会計伝票用には勘定科目 

（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する。 

取引の目付として年月日、相手（支払）先、取引内容、金額、会計伝票用には勘定科目 
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（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する。 

取引の日付として年月日、相手先、取引内容、金額、会計伝票用には勘定科目 

（５）伝票の整理 

この伝票類から帳簿に日々記帳整理をすることになります。 

毎日の記帳整理を放って置き伝票類が溜まってしまいますと煩雑になりどの取引か分からな

くなってしまい整理に戸惑う事になります。事業経営者は段々帳簿の整理から遠退き疎かにな

ってきます。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。 

（６）帳簿の種類 

帳簿には、主要簿と呼ばれている帳簿および補助簿（4に記述）とがあります。 

 

 

６．主要簿 

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大事な帳簿です。 

主要簿には、仕訳帳と総勘定元帳とあります。 

（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。 

近では、取引を簿記の「貸借平均の原理」により「借方」、「貸方」と仕訳分類しそのまま、

コンピューターに入力しています。帳簿として見たいときには、仕訳帳の出力をすることによ

って作成できます。このためにも、簿記の「仕訳の原理」が大切なことが分かります。 

（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。この帳簿を総勘定元帳という。 

事業所にとりましては、一番大切な帳簿になります。 

（３）試算表 

総勘定元帳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る。 

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。 

手書きで総勘定元帳が記録されていた時代は、正否を見極める上においてこの試算表は大事

な諸表の一つでしたが、現代はコンピューターを利用して作成されていますから正否を見極め

ると言うよりは、この試算表から事業の経営成績や財産状態の概要を見る為に利用されていま

す。 

 

 

７．帳簿の目的 

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。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、損をしているかが判り経営状態を数

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決算

書には、経営成績を表す「損益計算書」と財産状態を表す「貸借対照表」が代表的な諸表になり

ます。 

この決算書により事業上の税務申告や銀行その他関係官庁の提出届出書が作成されます。 
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８．帳簿の体系 

  商取引の帳簿の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．簿記の取引の八要素（貸借平均の原理） 

（借方）           （貸方） 
 

 

 

 

 

 

 

この表が、簿記の取引の八要素（貸借平均の原理）と呼ばれています。 

このうちの資産、負債、資本、収益、損失に属する勘定科目の性質を知り、取引の区分仕訳を

することとなります。 

この表の理解が出来れば、簿記は完壁なものになります。 

 

10．取引を二面的にとらえる 

簿記では、借方、貸方という紛らわしい用語が西洋から入って来た当時のまま使用されていま

す。理解されにくいものとなっていますが、右側、左側と単に解すればよいと思われます。 

取引を二面的にとらえることの現れです。 

（左側）           （右側） 
 

 

取引 伝票 仕訳 総勘定元帳 試算表 決算事項

コンピューターに入力作業 

会計伝票

入金伝票 
出金伝票 
振替伝票 

納品書 
請求書 
領収書 補助簿 

現金出納帳 
当座預金出納帳

手形記入帳 
 （受取・支払）

固定資産台帳 
給与関係台帳 
（源泉税台帳）

補助簿 

売上帳（得意先元帳） 
仕入帳（仕入先元帳） 
商品有り高帳 たな卸表 

決算書 
 貸借対照表 
 損益計算書 
株主資本等 

  変動計算書 
キャッシュ 
フロー計算書

税金関係申告書

資産の増加         資産の減少 

負債の減少         負債の増加 

資本の減少         資本の増加 

損失の発生         収益の発生 

入ってくるもの       出ていくもの 

何が増えたか       何が減ったか 

原    因       結    果 

事    実       理    由 

権    利       義    務 

男    性       女    性 
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～成年後見特別委員会より～ 

成年後見研修会開催のお知らせ 

ご要望の多くありました成年後見研修会を開催致します（全 10 回）。過去の研修との相違点は… 
・初級、中級の区別はありません。10 回の受講で基礎から実務、事例まで学べます。 

・研修で使用するＤＶＤは(社)コスモス成年後見サポートセンターで製作した全国統一の内容です。 

・10 回の研修後実施する効果測定に合格すると、個人で(社)コスモス成年後見サポートセンターに入会できます｡ 

 ○日程、内容、過去の初級・中級成年後見研修修了者の免除科目 

実施回 
研修日 

（すべて平成 24 年） 
科目（内容） 

講義 

時間 

初級 

修了者 

中級 

修了者

第１回 ３月 ６日（火） 行政書士と成年後見活動（倫理） ３ 免除 免除

第２回 ３月２７日（火） 成年後見制度概論 ３ 免除 免除

第３回 ４月 ３日（火） 法定後見制度の基礎と実務 ３ 免除 免除

第４回 ４月２４日（火） 任意後見制度の基礎と実務 ３ 免除 免除

第５回 ５月 ８日（火） 
財産管理の実務 1.5   
身上監護の実務 1.5  免除

第６回 ５月２２日（火） 
認知症に関する基本理解 1.5 免除 免除

知的障がい及び精神障がいに関す

る基本理解 
1.5 

  

第７回 ６月 ５日（火） 
高齢者福祉の基礎 1.5  免除

障がい者福祉の基礎 1.5  免除

第８回 ６月２６日（火） 成年後見制度に関わる諸制度 ３  免除

第９回 ７月 ３日（火） 法定後見事例研究 ３  免除

第 10 回 ７月２４日（火） 任意後見事例研究 ３  免除

 ※時間は、第１回目のみ 13:00～16:40(開講式のため)。第２回～第 10 回は 13:30～16:40(休憩 10 分含む)。 
※効果測定の日程は未定。受講者に後日お知らせします（中級修了者は効果測定免除）。 

○会 場＝栃木県行政書士会館２階会議室 
○講 師＝神奈川県行政書士会 行政書士 粂 智仁 講師（ＤＶＤでの講義） 
○受講料＝１３，０００円（30 時間の研修＋テキスト代（全 334 頁）＋効果測定料）。 

第１回の研修日（３月６日）に徴収致します。テキストもその日に配布します。 
※初級修了者は９，０００円（16.5 時間の研修＋テキスト（全 334 頁）代＋効果測定料）。 

※中級修了者は１，０００円（３時間の研修）。希望者には３，０００円でテキストを販売。 

※初級または中級修了者でも希望者すれば全研修を受講可（その場合は１３，０００円）。 

※初級または中級修了者の免除は平成 24 年 12 月末までの特例措置。それ以降は全研修を受講。 

○申込み＝下記の申込み書に必要事項を記入の上、事務局宛にＦＡＸでお申し込み下さい。 
     申込みは２月２４日（金）まで。テキスト発注の都合で締切後は受付できません。 
     また、途中回からの申し込みは受け付けていません。 

（申し込み締切日＝2/24・FAX 送信先＝028-635-1410） 

成年後見特別委員会「成年後見研修会」参加申込書 

平成   年   月   日 
 

 支部名：              会員名：                      

該当欄に○印     

区分 全 10 回受講者 
（13,000 円） 

初級修了者 
（9,000 円） 

中級修了者(ﾃｷｽﾄ無) 
（1,000 円） 

中級修了者(ﾃｷｽﾄ希望)
（4,000 円） 
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 平成２２年１０月２２日、前回に続いての入山

である。巷ではマツタケが豊作で１００本も採れ

たという話が聞こえてくる。貧乏性のせいかマツ

タケをほとんど食べたことがなく、香りコウタケ

・味ホンシメジで雑キノコが庶民の口に合う？な

どと松山には極力入らずマツタケには縁がない我

々だった。 

 同じくらいの時間に入山、通り慣れた四つの尾

根を登り小休止、ほどなく二人はお互いのシロに

分かれた。尾根から下へ散策を続けクロシメジや

クリタケを採りながら段々と下がっていく。２０

分も経ったろうか、２０ｍ位下に菅笠のようなも

のが並んでいる。ひょっとして？胸騒ぎをしなが

ら一直線に菅笠の方に下りていく。よく凝視する

と紛れもなく本命のコウタケである。それも今ま

で経験したことがないほど沢山出ている。思わず

心の中でバンザイをしゆったりとした気分で眺め

ていたが、相棒のＦ氏からキノコがあまり出てい

ないと無線が入った。現実に戻った私は、背負カ

ゴを降ろし、収穫に入った。直径４０ｃｍほどの

大きなコウタケから採り、続いて近くに２０個ほ

ど群生しているコウタケをカゴに入れると、もう

一杯で他に入る余地がない。前回に続いてまたも

や一足お先に下山する事を無線で伝えると、あき

れてものが言えない状態のＦ氏を置いて山を下り

るわずか３０分のキノコ採りであった。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 キノコ採りの見つける楽しみとは裏腹に、帰っ

てからの後始末、これが大変である。気をつけて

採取したつもりが、実は毒キノコだったり、毒キ

ノコが混じっていることもある。太陽の光で選別

しないと、電気の明かりではよく判明できないこ

ともある。慎重に区別し、水洗いをした後大鍋で

煮詰めてその日の午後10時頃に終わる。翌朝４時

起きしてキノコを子袋に詰め、大袋に集め冷凍庫

に貯蔵となる。何でこんな大変な思いをしてまで

キノコ採りをするのか。多分知らず知らずのうち

に、キノコの毒（気の毒）が廻っていたりして。

分かるかな？分かんねーだろーな？ 

 平成２３年３月１１日の福島原発放射能漏れで、

今年以降栃木県をはじめとして福島近県でも場所

によって汚染され、我々としては川や山に遊びに

行って、渓流釣とキノコ採りをして楽しむ場所が

なくなりつつある。自然の恵みに慣れ親しんだ我

々にとってこの上なく寂しいものである。被災者

の方々の災害復興に対して心からお祈り申し上げ、

又自然界の早期復帰にも期待し筆を置きます。 

・・・・・不生不滅、不垢不浄、不増不減 

（木子 岩魚） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

釣釣  紀紀  行行  ２２５５（（そそのの３３））  

一般研修～経営事項審査関連研修会～のお知らせ       業務研修部主催 

○開催日時 平成２４年２月３日（金）１３：００～１７：００ 
○開催場所 栃木県行政書士会会館２階会議室 
○研修内容 

「経審改正と経営状況分析における財務諸表作成時の留意点について」 
１．経審（主に改正部分）の評点内容について 
２．決算書（税務申告用）から財務諸表（建設業用）の作成 
３．Y 評点の計算式にかかる財務諸表科目等について 
４．分析申請時に良くあるご質問やよくある誤り 
５．質疑応答 

○講  師 ワイズ公共データシステム株式会社 取締役 分析担当 藤井 正紀 
○受 講 料 無 料 

※ 筆記具の他に電卓をお持ち下さい。 

※ 補助者等の参加については事務局までお問い合わせ下さい。 
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ＡＤＲ調停人養成  中級編 第３回（計４回）     ＡＤＲ特別委員会主催

○開催日時 

平成２４年２月１４日（火）１０：００～１６：００ 

○開催場所 

栃木県行政書士会館２階 

○研修内容 

裁判外紛争解決手法を学ぶ研修です。 

○講  師 

行政書士 土方 美代 

○受 講 料 

５００円

ＡＤＲ調停人養成 法務研修 民事法講座 コンメンタール編⑤・⑥（全６回）

ＡＤＲ特別委員会主催 
○開催日時  第５回 平成２４年２月１３日（月）１３：３０～１７：００ 

第６回 平成２４年２月２４日（金）１３：３０～１７：００ 
○開催場所  栃木県行政書士会館２階 

○研修内容 
私法上の解釈の基本となる民法の逐条解説スタイルの講義です。ＡＤＲのみならず相談業務上

必要となる法律要件及び効果を確認していきます。 
民法は全ての法律の基本と言っても過言ではないので、日々の鍛錬の為にも是非ご参加

下さい。 
※当日は各自で六法をご用意下さい。 

○講  師 
行政書士 久我 臣仁（上智大学法科大学院法務博士） 

○受 講 料 

各回５００円 

○参考テキスト（必要な方はご自身でお求め下さい。） 
民法Ⅰ，Ⅱ各第三版「我妻榮他」（勁草書房）、民法Ⅰ～Ⅲ「内田貴」（有斐閣）等 

電子定款作成・登記事項証明書等オンライン申請研修会  ＩＣＴ特別委員会主催

○開催日時 

平成２４年２月７日（火）１３：３０～１５：００ 

○開催場所 

栃木県行政書士会館２階 

○研修項目 

「新システムによる電子定款作成および登記事項証明書等のオンライン申請手続き」 

○講  師 

行政書士 稲葉 昌俊 

○受 講 料 

５００円  
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「遺言・相続・遺産分割」法定業務研修会          業務研修部主催 

○開催日時    平成２４年２月１５日（火）１０：００～１７：００ 

平成２４年２月１６日（木）１０：００～１７：００ 

○開催場所    栃木県行政書士会館２階 

○受 講 料    １，０００円 

 ○研修内容 
１日目（２月１５日） 

 時   間 内   容 
１時限目 １０：００～１１：００ 遺言相談への対応 
２時限目 １１：００～１２：００ 遺言書の作成等 
３時限目 １３：００～１４：００ 遺贈・遺留分とは・遺言の撤回 
４時限目 １４：００～１５：００ 相続の開始等 
５時限目 １５：００～１６：００ 相続の放棄と限定承認等 
６時限目 １６：００～１７：００ 相続分 

２日目（２月１６日） 
 時   間 内   容 

１時限目 １０：００～１１：００ 相続財産の範囲の確定 
２時限目 １１：００～１２：００ 遺産分割 
３時限目 １３：００～１４：００ 遺留分減殺請求 
４時限目 １４：００～１５：００ 遺言の執行と遺言執行者 
５時限目 １５：００～１６：００ 相続に関するその他の知識 
６時限目 １６：００～１７：００ 効果測定 

※ 受講料・テキスト代・昼食代（希望者）は、研修初日に集金致します。 
※ 初めて受講される方は、テキストを必ずお申し込み下さい。過去に購入済みの方は、 

購入済みのテキストが使用可能ですので、研修会当日忘れずにご持参下さい。 
※ 法定業務研修のため、時間厳守で願います。 
※ 効果測定の結果、日行連会長、研修センター所長の連名で修了証が発行されます。 

 

行政書士基礎講座 第１０回                業務研修部主催 

○開催日時 
平成２４年２月２１日（火）１３：３０～１５：３０ 

○開催場所 
栃木県行政書士会会館２階 

○研修項目 
「はじめての建設業」 
○講  師 
行政書士  岸 清美 

○受 講 料 
無 料 
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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 

２／３ 
一般研修 

経営事項審査関連研修会 
無料 1/30  － － 

２／７ 
定款電子認証・登録事項証明書等 

オンライン研修会 
500円 2/3  － － 

２／１３ 
ＡＤＲ調停人養成  

法務研修 第５回 
500円 2/9  － － 

２／１４ 
ＡＤＲ調停人養成   

中級編 第３回 
500円 2/10  －  

２／１５ 

  ／１６ 

「遺言・相続・遺産分割」 

法定業務研修会 
1,000円 2/10    

２／２１ 
行政書士基礎講座 第１０回   

「はじめての建設業」 
無料 2/16  － － 

２／２４ 
ＡＤＲ調停人養成  

法務研修 第６回 
500円 2/22  － － 

 

支部名  
氏 名

 

ＦＡＸ  

 
 
 
 
最近、東京近郊で、自転車が関与した交通事

故の割合が増加しているようです。東日本大震

災直後、帰宅困難になった事や、健康ブーム、

地球にやさしい等のきっかけで、自転車通勤が

増えた事が原因のようですが、交通ルールを無

視した運転や、ブレーキのない「ピストバイク」

(競技用自転車で、ブレーキがないことからシン

プルでかっこいいと思われているようです)に
よる事故も多いということは、ニュース等でご

存知の方も多いのではないでしょうか。 
 過日、宇都宮市でも、自転車の交通マナーの

悪さが問題となったことから、オリオン通り商

店街で 1 週間、自転車と歩行者の分離などを試

験的に実施する交通実態調査を行いましたが、

自転車と歩行者、自転車と自動車がお互いに安

全に快適に通行できる道づくりは、早急に考え

なくてはならない問題だと思います。 
 しかし、自転車の交通ルールがどれほど周知

されているのかということも疑問です。二人乗

りや、並列走行が禁止であることは知っていて

も、２万円以下の罰金又は科料があること、携

帯電話を使用しながら、傘を差しながら、物を

担ぎながらの運転は、５万円の罰金、飲酒運転

に関しては、５年以下の懲役又は１００万円以

下の罰金だということを、どれくらいの方が知

っているのでしょう。 
 日常的に自動車を使う私にとっては、特に朝

の通勤・通学時間帯、正直邪魔な存在(自転車利

用者の方ごめんなさい)に感じることもある自

転車ですが、交通ルール＆マナーを守ると共に、

被害者は勿論、加害者になることもあるという

ことを充分理解した上での利用をお願いしたい

ものです。 
 また、自動車を運転する私も、思いやりのあ

る運転を忘れないようしたいと思います。 
     （鹿沼支部支局長 野澤佐江子） 

募 集 
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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 

 

 
那 須 

H23.12.1 
324- 

0004 
大田原市富池 1218-30 0287-22-2861  

大島 英世 

 足 利 
H23.12.15 

326- 

0816 
足利市緑町 1-6-7 0284-21-3070  

伊澤 正隆 

【退 会】田﨑幸枝会員と篠崎光一郎会員のご冥福をお祈りいたします。 

支 部 氏 名 退会年月日 備 考 支 部 氏 名 退会年月日 備 考 

那 須 柳澤 潤一 H23.12.31 廃 業 宇都宮 田﨑 幸枝 H23.11.24 死 亡 

塩 那 篠﨑光一郎 H23.12.2 死 亡     

【変 更】                             

支 部 氏 名 変更事項 変 更 内 容 

小 山 河野佐千子 
事務所名称

ＴＥＬ 

河野行政書士事務所 

TEL 0285-24-7077 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 23 年 12 月 31 日現在）

行政書士とちぎ１月号 №421 

発行人  栃木県行政書士会 会長 須永 威 
〒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 

明けましておめでとう御座います。 

３．１１の東日本大震災での被災者の皆様方に

は、この言葉を申し上げる事に大変戸惑いを感じ

ることですが、一日も早い復興をお祈りすると共

に、これからも多くの国民の皆様方から支援を受

けられる事と思いますので、力強く頑張って下さ

い。恒例の東京箱根往復駅伝競走を見聞きしてい

る間、どれ程の感動を受けたか、それには数々の

場面があり、これからの我々に導いてくれたもの

があったと思います。明るい明日に向かって皆さ

んで、頑張って行きましょう。 

「がんばろう日本」 

（広報部担当副会長 押野佑）

２０１２年度版「行政書士手帳」販売中 
残部僅少ですが、2012 年度版「行政書士手帳」 
の販売をしております。 
2013 年 3月までの予定表入りですので、まだ 
まだご活用頂けます。 
1.仕  様 ビニールシート 黒（169×83 ㎜）

分冊方式・差込式 
2.価  格  ９００円 
3.販売方法  
事務局にご来局下さい。 
郵送ご希望の場合はお電話で承ります。 
（別途送料２４０円） 
（事務局 TEL：028－635－1411） 

     ※売り切れの時はご容赦下さい。 

会費の納入について 
1 月は会費の納入月です。口座引き落 

としの方は残高不足にご注意下さい。 
なお、T-NET 申込用紙をご提出された

方で、11月末日を過ぎた方（訂正による
再提出を含む）は、今回 T-NET 経由での
引落しになりませんことご了承下さい。
次回からは T-NET 経由での引落しになり
ます。 
 
引落し日 
T-NET申込の方         1月27日（金）
T-NET申込されていない方 1月25日（水）

 

あけましておめでとうございます 
本年もよろしくお願い申し上げます 

事務局よりお知らせ 
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