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財財務務経経理理部部長長ににななっってて  

  

            財財務務経経理理部部長長  根根岸岸  愼愼治治  

  
会員の皆様、日頃からの会務へのご協力を大変感謝しております。 

 

昨年より財務経理部長に就任し、慣れない部長職に悪戦苦闘することは多々あるとこ

ろでございます。 

 

財務経理部では、次に掲げる事務をつかさどっています。 

（１） 入会金、会費の徴収に関すること。 

（２） 予算及び決算に関すること。 

（３） 金銭及び物品の出納に関すること。 

（４） 資産の管理に関すること。 

（５） 財源の確保に関すること。 

（６） 上記事務をつかさどる為に必要なこと。 

 

会費の徴収に関しましては、どのような会費徴収の方法が も良いのか、様々な検討

をしてきた結果、代金回収システムを利用した徴収方法への会費徴収一元化を計画して

います。現在過半数の会員の皆様には、利用していただいておりますが、現金振込の方

法を利用されている会員の皆様にもぜひ切り替えをして利用していただきたいと考え

ています。 

 会員の皆様からお預かりしました会費は、会の健全な運営のために、 も適切な予算

を組み、適切に使われたのか絶えずチェックしております。 

 また、行政書士会館もだいぶ老朽化してきており、会館の建替えについても考慮して

いかなくてはならない時期にも入ってきたと思われます。そのためには、多額の財源の

確保も必要になってくるのではないか、と考えています。借入金の早期返済や滞納とな

ってしまった会費の早期回収等によって財源を確保しなければならないところであり

ます。 

 現在の景気低迷等により、会費をスム－ズに納付することが難しくなってしまった会

員の方もいらっしゃるとは思いますが、会員の方の立場になって共に 善の方法を模索

し、解決していきたいと考えています。 

 

これからも、会務への会員の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 
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【宇都宮】 
２月１７日（金）とちぎ福祉プラザにおいて、

市民公開講座「相続・遺言・成年後見について」

が開催されました。９０人以上の方々にお集まり

いただき、大変盛況でした。 
久我会員による「相続・遺言」の講座のあと、

名誉会長である住吉会員による「成年後見につい

て」の２部構成で行われました。 

第一部では、遺言書を残し、少しでも残された

親族間で争いにならないよう、配慮していくこと

も大事なことだとお話がありました。相続の調停

は年間で１０，０００件もあるとのことです。 
遺言書作成のお手伝いも行政書士ができる相続

争いの予防策だということでした。必ず起こる相

続で、遺言書の果たす役目など盛りだくさんの内

容でしたが、皆さん真剣に耳を傾けていました。 

第二部では、大切な話しながら軽快なおしゃべ

りのような説明に時々、笑いもおこり、終始和や

かな中、進められていきました。昔は禁治産者・ 

 
 
 
 
 
 
 

準禁治産者などと呼ばれていた制度が廃止され、

なぜ現在の成年後見になったかなど、私も知らな

いこともあり、大変勉強になりました。自らの後

見人として経験したお話なども聞かせて下さり、

持ち時間をキッチリと使い終了とするところなど、

まさにベテランの為せる技という感じでした。 
その後の無料相談にも２０人以上の方が残り、

相談をされて行きました。対応されていた各会員

も真剣に相談者の話を聞き取り、誠実に返答され

ていました。 
昨年同様、意義のある一日だったと思います。 

（宇都宮支局長 竹島尚子） 
 
【小 山】 
小山市では２月１１日（土）、「小山市立文化

センター（小山市中央町１－１－１）」小ホール

にて、市民公開講座「相続・遺言・成年後見につ

いて」が開催されました。 

 講座前半では、細野大樹会員によります相続・

遺言についての講座が行われ、講座後半では、髙

山久会員によります成年後見についての講座が行

われました。 

 参加者の皆様は、本講座に高いご関心をもたれ

ていることがうかがわれ、質疑応答の時間の際に

も、多くのご質問をいただきました。 

 その後、会場後方にて個別無料相談会が実施さ

れましたが、実に多くの皆様方が熱心なご様子で

各相談員に対し、ご相談をされていました。 

（小山支局長 渡邉康明） 

栃木県行政書士会 

市市民民公公開開講講座座開開催催      

相続・遺言・成年後見をテーマに、県内４か所において一般市民の方向けの市民公開講座が開催さ

れました。 
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【塩 那】 

２月１８日（土）高根沢町元気あっぷむらにお

いて、市民公開講座「相続・遺言・成年後見につ

いて」が開催されました。 

開始時刻より３０分ほど前から次々とたくさん

の方々にお集まりいただき、温泉施設ということ

もあって途中参加される方もいて大変盛況となり

ました。 

講座では、Ｎ支部のＴ会員の勧めもあり、まだ

まだ未熟者ですが私が講師を担当させていただき

ました。 

内容は、まず「相続・遺言」について、“遺言

書は最愛の人への最期のラブレターです”という

持論から、なぜ遺言が必要なのか、特に遺言書作

成が必要となるケースなどをもとに、遺言書は元

気なうちに自分の意思で争続の芽を摘むことがで

きる恋文であることをお話させていただきました。 

また争続にならずとも、一般の相続の際の煩雑

な手続きは、“身近な法律家である行政書士にお

任せしましょう！”と専門家活用の勧めをさせて

いただきました。 

次に、「成年後見」について、どんなときに制

度が必要となり、後見人とはどんなことをするの

かなど制度の概要や実際に受任したケースなど実

例を交えてお話させていただきました。 

まだまだ認知度の低い成年後見制度ではありま

すが、このような機会を得られたことで少しでも

一般の方々に、成年後見制度を身近に感じて制度

利用を考えていただき、より安心な暮らしをお勧

めできたことがとても嬉しく思います。 

その後の無料相談には十数名の方が残り、土地

問題・遺言・相続など、さまざまな相談をされて

行きました。 

それぞれ得意とする相談について各会員が協力

し相談者の方々が笑顔で帰って行かれたことで、

短い時間ではありましたがほんの少しでも社会貢

献や行政書士の業務ＰＲができたかと感じること

ができ、私のつたない話を真剣に聞いてくださっ

た市民の皆様と、協力してくださった塩那支部・

那須支部の各会員の皆様（宇都宮支部より温泉に

入浴ついで飛び入り参加協力してくださったＫ会

員も）に心より感謝しております。 

（塩那支局長 植木智美） 

 
 
【足 利】 
２月１３日（月）午後２時より、足利市民プラ

ザにおいて、足利支部・佐野支部共催による市民

公開講座「相続・遺言・成年後見について」が開

催され、多くの方にご参加いただきました。 
 石田稔佐野支部長の挨拶の後、足利支部の服部

一人会員による講義が行われました。 
まず、成年後見について。成年後見制度とは、

制度を利用するためにはどうしたらよいのか、成

年後見が必要となる場合などの説明がなされまし

た。特に、相続人の中に認知症の方がいる場合に

は、その方のために家庭裁判所において成年後見

人を選任してもらい、成年後見人と遺産分割協議

をすることになるという説明のところでは、参加

された方に、より身近なものとして成年後見制度

を感じていただけたのではないでしょうか。 
次に、相続・遺言について。遺留分とは、遺言

書を作成しておいた方がよいケース、自筆証書遺

言と公正証書遺言についての説明がなされました。 

１時間の講義の間、参加された方が集中して聞

き入っている姿が印象に残りました。 
講座の後に行われた個別無料相談会では、熱心

に相談される方々の姿が多くみられました。相

続・遺言に関する悩みを気軽に相談できる場とし

て、市民公開講座というイベントの意義を感じま

した。 
（足利支局長 岩本正代） 

 



－4－ 

平平成成２２３３年年度度  栃栃木木県県・・栃栃木木県県行行政政書書士士会会共共催催にによよるる研研修修会会開開催催  
 
 平成２４年２月２２日（水）、栃木県教育会館

大会議室において、栃木県・栃木県行政書士会共

催による研修会が、

６０名の参加者を

もって開催された。 

今回の研修会は、

２部構成となって

おり、第１部が「栃

木県暴力団排除条

例の概要と不当要

求行為への対応に

ついて」ということで、栃木県警察本部組織犯罪

対策第１課課長補佐 林光孝氏及び（公財）栃木

県暴力追放県民セ

ンター専務理事 

小室正敏氏、第２

部として、「行政

書士の代理権につ

いて」ということ

で栃木県経営管理

部文書学事課課長

補佐 野原正祥氏、 

 

 
 
 

塩那支部長に選任されて１１ヶ月が過ぎようと

しております。支部長として、支部会員のために

何をしたらよいか、何をすべきか考えておりまし 
 

 

「代理権行使による申請書類の変更について」と

いうことで栃木県行政書士会制度推進部担当副会

長 田渕徹氏を講師に招き、研修会を行った。 

昨今通常の業務においても、暴力団に付け込ま

れるケースもあるため、その対策としてどのよう

にしたらよいか、また、代理権においては、業務

に直接結びつく内容であったため、熱心に受講し

た。 

今後の行政書士の資質向上にとって有意義な研

修であった。 

（総務部） 

 

たが、やはり行政書士会は強制設立会であり、業

務を行うには強制加入が課されていますので、加

入の負担と、受益のバランスが取れなければなら

ないものと思っていました。支部長としては支部

会員と本会とのパイプ役ですが、理事を兼ねてい

るものですから、制度推進部に配属され、職域確

保に力を入れ活動してきました。新入会員が生活

できないような資格者団体では魅力がありません。 
 支部会員の声を本部に届けるには、もっと支部

での交流を深めないとならないのかなと思ってい

ます。塩那支部に限らず、会員は支部長に業界が

よくなるよう建設的な要望を伝えてください。支

部活動に積極的に参加してください。会員と本部

のパイプ役として働きたいと考えています。 

支 部 長 紹 介  塩那支部長  佐藤 栄一 
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今今 月月 のの 表表 紙紙 ：： 篠篠 塚塚 稲稲 荷荷 初初 午午 でで のの 流流 鏑鏑 馬馬   

 
 
 
 
小山市は、徳川３００年の栄光の道筋を付けた天下分け目の軍議「小山評定」が開かれた「開運」

のまちです。東京圏からわずか６０ｋｍ、新幹線では東京までわずか４２分、鉄道と国道が共に交

差する交通の要衝にあり、人口は１６万５，０００人と県内第２位を誇ります。 

現在、小山駅西地区の中心市街地活性化と定住人口の増加を目的に「街なか居住推進事業」を進

めており、そのリーディングプロジェクトである「城山町三丁目第一地区市街地再開発事業」では、

小山駅からわずか徒歩３分の場所に地上２１階建ての、分譲マンションのほか「子育て支援総合セ

ンター」や「街なか交流センター」、商業施設が入る再開発ビルを平成２５年春の完成を目指し建設

中で、完成により約３４０人の定住人口増を見込んでいます。 

また、小山駅では、鉄道により分断されている駅東西市街地を連結する「中央自由通路」が今年

７月の開通を目指し建設中であり、開通すると駅周辺の利便性・回遊性が向上されるとともに、小

山駅東西市街地の一体化が図られることから、更なる発展が期待されます。 

 

世界に誇る遺産 本場結城紬  

 小山市では、豊かな自然と、人々の高い技術

によって生み出された商品を小山ブランドに指

定し全国に発信しています。その中で、国の重

要無形文化財にも指定されている本場結城紬は、

平成２２年１１月１６日にユネスコ無形文化遺

産に登録されました。 

紬は元々固くて丈夫な普段着ですが、本場結

城紬は、その品質の良さから高級品として扱わ

れ、「紬三代」といわれるほど丈夫で、軽くて、

柔らかく、暖かい、着るほど身体に馴染み、風

合いが増す織物です。 

現在、小山市では本場結城紬のスーツやドレ

ス、ジャケットなどの洋装もＰＲ中。昨年行われた「本場結城紬ファッションショー」では多くの

洋服が披露され好評を博しました。 

 

お勧めのご当地グルメ！小山うどん 

小山市では、水稲や麦類、野菜、大豆などの生産

が盛んで、うどんに最適とされる小麦「イワイノダ

イチ」の生産量は県内一を誇ります。 

この地元産小麦でつくった「小山うどん」が今売

り出し中のご当地グルメ。つるつる、しこしことし

た食感が特徴のこのうどんは、市内に３１ある「開

運小山うどん会」会員のうどん屋さんで味わうこと

ができます。打ち方もつゆもそれぞれのお店の特徴

を出した自慢の一品ですので、食べ比べもお勧め。

また、１０月には市内をはじめ近隣のうどん店が一

堂に会する「第２回開運小山うどんまつり」を予定

していますのでこちらもお楽しみに。 

    わがまち自慢    —小山市—   
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 今回は、那須塩原市でも旧黒磯市にあります内

田会員の『行政書士リード・ブレイン事務所』に

おじゃましました。 

氏   名：内田 之万 （うちだ ゆきかず） 
事 務 所：行政書士リード・ブレイン事務所 
      那須塩原市橋本町８－３０ 
入   会：平成２３年２月１５日 

①行政書士と兼業で行っているものはあります

か？ 
「不動産業も平成２２年１０月にはじめました。 
 その前は那須でペンションを営んでいました」 

②どのような動機から入会されたのですか？ 
「３０年ほど前に、宅建や行政書士の資格を取得

していましたので、ペンションの仕事を辞める際

に、持っている資格を生かそうと考えました。資

格を取得した時期に、少し不動産に関わる仕事は

していましたが、収入を得る手段としては、両方

の資格を生かした方が良いと考えました」 

③事務所の名称には、どのような意味が込められ

ているのでしょうか？ 
「『依頼に応じて、知識や経験等、色々な能力を引

き出し、組合せながら、最善を尽くしていきたい』

という意味合いがあります」 

④今後、力を入れていきたい業務はありますか？ 
「相続や土地に関係する業務です」 

⑤苦労なさっていることはありますか？ 
「入会してまだ約１年ですので、初めてのことば

かりで、１つ１つ全てのことに苦労しています。

業務においてはもちろんですが、入会後すぐ、那

須支部の事務局を任されたので、事務局としての

仕事も苦労しています」 

 
 
－そういえば昨年末に、支部で会員に配布してい

る行政書士手帳を届けて下さいましたよね？ 
「那須支部の会員全員に届けて回りました。最終

的にお二人だけ、お届けできなかったのですが…」 
－全員回られたのですか！本当にお疲れ様です 

⑥行政書士になって良かったことは何ですか？ 
「困っている人の役に立てていると思えることで

す。また、仕事ではありますが、仕事をすること

によって自分の勉強にもなることです」 

⑦モットーは？ 
「『相手の身になって考え、仕事をする』というこ

とです。基本的に、自分も相手（周り）も皆で良

くなっていきたい、上手くやっていきたいと考え

ていますので、それが仕事であっても同じです。」 

⑧好きな言葉や座右の銘はありますか？ 
「生涯勉強」 

⑨趣味は何ですか？ 
「クラシック音楽鑑賞と日本酒です。クラシック

音楽については、何かの BGM として聞きながす

ことができず、しっかり聴き入ってしまいます。

日本酒は、利き酒師の資格を持っていますが、こ

だわりがあるのではなく、ワンカップから美味し

いと思える日本酒まで、その状況に応じたお酒を

いただきます」 

⑩特技は何ですか？ 
「お好み焼きを美味しく焼けることです」 
 
－お料理もなさるのですか？ 
「調理師の資格も持っていますし、大阪出身なの

で小さな頃から作っています」 
「わからないことをお聞きすることが多く、ご迷

惑をお掛けいたしますが、今後とも宜しくお願い

致します」 
  
多くの興味深いお話と資格をお持ちの内田会

員は、常に「勉強」ということを意識し、業務に

も相談者にも誠実に対応されていらっしゃいます。

その対応は、依頼者からの信頼に繋がっているこ

とでしょう。今回の事務所訪問も、お忙しい中お

引き受け頂き、ありがとうございました。 
        （那須支部支局長 冨田倫子） 
 

おじゃましま～す！ 会員事務所訪問コーナー 
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 突然、大雪が降り、朝の道路状況が不安になっ

たりもしますが、ひと雨ごとに春も近づいてきて

いるようで、暖かいと感じる日も少しずつ増えて

きましたね。暖かくなってくると気になるのが、

桜前線。（日本人はなぜか桜となると心騒ぎますよ

ね） 
宇都宮で一番初めに桜が見ごろを迎える場所はど

こか？ご存知ですか？？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
それは、宇都宮城です。 
そして、その桜の開花のたよりを心待ちにする

時期に、宇都宮城址公園で、桜の到来を祝う「和」

をテーマとしたイベント「宇都宮城桜まつり」が

３月２５日（日）に開催されます。昨年は震災の

影響で開催が見送られました。しかし、震災後も

変わらず咲き誇る桜に勇気づけられる方も多いの

ではないでしょうか。 
 会場では、茶会、

和太鼓やお囃子、

よさこいや日本舞

踊など様々な演技

が披露され、桜を

見にきた方々を楽

しませてくれます。ま

た清明台２階の特別開

放など、宇都宮城址公

園の魅力を満喫し、花

見を盛り上げる様々な

催しが実施されます。 
さらに和装で来場された方先着１００名様に

は、ミヤリーちゃんのピンバッチのプレゼントが

あります。ぜひ、和服姿でご参加されてみてはい

かがでしょうか？いつもとは違った雰囲気で、自

分が日本人であるということを意識しながら桜を

楽しむことができるのではないでしょうか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
宇都宮城址公園には、４種類の桜（河津桜・

ソメイヨシノ・大山

桜・小室桜）が植えら

れており、早咲きの河

津桜が２月下旬から咲

き始まり、４月中旬が

見頃の大山桜まで、長

期間桜を楽しむことが

できる桜の名所です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

場所：宇都宮城址公園 
午前１０時から午後３時。雨天中止。 
お問い合わせ先：「よみがえれ！宇都宮城」 
市民の会事務局（公園管理課内） 
電話番号：０２８－６３２－２９８９ 
 

（宇都宮支部支局長 竹島尚子） 

支局かわら版
宇都宮城桜まつり開催 宇都宮支部

（２月２４日現在の河津桜です。）
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【佐 野】 

佐佐野野支支部部  無無料料相相談談会会開開催催  

２月１８日（金）午前１０時より、佐野市田沼

中央公民館２階にて無料相談会が行われた。 
相談件数は４件。その他、事前の問い合わせで、

紛争性を含む案件だったことから弁護士への相談

を勧めた件が２件ほど。すべてが「相続」「遺言」

に関わるものであった。 
中には外国人が関連する相続問題もあった。 

今回の相談は、被相続人が日本人であったので、

「相続は、被相続人の本国法による（法の適用に

関する通則法 第３６条）」により日本の法律を適

用することになる。しかし、やはり日本人のみの

相続のようには解決しない部分もあり、今後この

ような相談は増えてくるであろうと思う。 

 

相談者の方は、皆さん既に色々と情報収集をさ

れており、テレビやインターネットからの情報、

役所からの情報、さらには隣近所からの情報など、

その内容は誤っているものも含めて様々である。 
それを、専門家である私たちが正しい知識を提

供し、情報を整理し、解決へ導びいていくことが

責務であるとあらためて感じた。 
（支局長 川田有美） 

 

【那 須】 

無無料料相相談談会会実実施施  

 那須支部では、２月５日「ゆめプラザ那須」、１

５日「那須塩原市役所」、２６日「大田原市勤労者

総合福祉センター」で、相続・遺言・成年後見制

度等にテーマを絞った無料相談会を実施致しまし

た。 

 ゆめプラザ那須では、相続４件・遺言２件、合

計６件、那須塩原市役所では、相続１１件・遺言

６件、合計１７件、大田原市勤労者総合福祉セン

ターでは、相続２件・その他１件、合計３件の相

談がありました。 
相続・遺言については、どこの家でも起こり得

ることですし、メディアの影響もあり、関心が高

まっているものと思われます。自分で遺言書が作

成できるような遺言書セット等も書店で多く見か

けるようになりました。ただ、一言で「相続」と

言っても、本当に様々なケースがあります。 
相続・遺言については、事前に相談者が知識を

得ていることも多くありますが、その知識が誤っ

ているケースや、相談者が考えている相続人や相

続財産が実際に調査してみると異なっている等、

勘違いや事実を知らなかった等のケースも見られ

ます。 
遺言書についても時間をとってよく聞き取り

をすることで、最初に希望された内容と別の一面

が出てくるケースもあります。そんなケースに直

面するたび、十分な時間をとってお話を伺うこと

の重要性を感じます。 

無料相談会は、開催場所や天候等によっても相

談件数に影響が出るものと考えられますが、広報

誌等でテーマを絞った告知は、本年度からの試み

ですので、相談件数等にどの程度影響しているの

かは不明です。 
今後、効果的な無料相談会を実施するためにも、

長期的に、テーマを絞った相談会を含め、場所や

曜日を変えて相談会を実施してみる必要があると

思われます。 
（支局長 冨田倫子） 

支 局 情 報 
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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 備考 

1339 H24.2. 6 
職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則の一部改正につ

いて 

 

1345 H24.2. 6 平成23年度２月分 会費納入について（お願い）  

  H24.2. 6 平成23年度全国研修＜12月期＞のＤＶＤの送付について  

1381 H24.2.13 行政書士記念日PRポスターについて  

1374 H24.2.13 
東京電力株式会社による「警戒区域内にある自動車に対する賠償の開

始」について 

 

事務連絡 H24.2.13 【月間日本行政】4月号(№473)原稿予約と提出の締切について  

事務連絡 H24.2.13 新規登録分の発送日変更のお知らせ  

1392 H24.2.13 平成24年度申請取次関係研修会の開催について  

日 予  定 時  間 主  催 

3 火 成年後見研修会 第３回 13:30~16:40 成年後見特別委員会

4 水 会計精査 13:30~ 財務経理部 
5 木 登録説明会 10:00~12:00 総務部 
6 金 財務経理部会 10:30~ 財務経理部 

会計監査 13:00~ 財務経理部 
9 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 
10 火 編集会議 13:30~ 広報部 
11 水 ＴＩＡ相談会 10:00~ 総務部 

国際業務研究会 13:30~ 国際業務特別委員会 
13 金 理事会  栃木県行政書士会 
15 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 
16 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 

17 火 傾聴トレーニング 第１回 13:00~17:00 ADR特別委員会 
18 水 登録説明会 10:00~12:00 総務部 

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 

19 木 行政書士基礎講座 第１回 「はじめての福祉業務」 13:30~15:30 業務研修部 
22 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 

24 火 成年後見研修会 第４回 13:30~16:40 成年後見特別委員会

25 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 

26 木 行政書士専門相談（於：ゆうゆう館 会議室２）※要事前予約（定

員４名 予約先：行政書士会小山支部 高山久0285-53-1672）

10:00~12:00 小山支部 

栃木県行政書士会カレンダー（４月） 

日行連だより 
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1395 H24.2.13 ADR研修＜３月研修＞の開催及び単位会推薦代表者の派遣について  

1401 H24.2.17 
年度末における行政書士登録申請書等の取扱い及び「登録等手数料請

求書兼登録取扱交付金案内書」について 

 

1402 H24.2.17 平成24年度登録関係日程表について  

1429 H24.2.17 日本行政返送分宛名調査について  

1436 H24.2.17 
平成23年度「日行連と各地方協議会との連絡会」における質問・要

望への回答一覧の送付について 

 

1452 H24.2.17 平成23年度知的資産実務研修に関する発信文書の一部訂正について  

1459 H24.2.24 平成23年の単位会申請取次行政書士管理委員会等への助成について  

1463 H24.2.24 各自治体との防災協定の締結状況について（情報提供願い）  

1466 H24.2.24 
「基地周辺住宅防音事業に係る業務受託について」意見交換会へのご

協力のお願い 

 

1474 H24.2.24 「申請取次届出済者」データの提出等について（お願い）  

1485 H24.2.29 
不正交渉防止法の一部を改正する法律及び特許法等の一部を改正す

る法律の施行について 

 

1484 H24.2.29 「社会保険未加入者対策の説明会」の開催について（ご案内）  

1493 H24.2.29 
国土交通省からの「特殊車両通行許可のオンライン申請の本人確認方

法を変更します」の周知について 

 

 
 
 

ＶＴ           正副会長の動き 
  
 

日 時 行 事 出席者 内 容・場 所 
2/ 1(水) 10:00～12:00 三役会兼支部長会 全員 各部の事業進捗状況 

13:30～16:00 総務部会 会長、青木 平成24年度事業計画等 

16:00～ 栃木県行政改革推進室訪問 小林 県庁 

18:00～ 軽自動車協会との連絡会 会長、手塚、小林 明日香 

2/ 3(金)  第一業務部会 会長 日行連 

10:30～12:00 業務研修部会 手塚 平成24年度事業計画等 

10:00～ 栃木県農政課訪問 田渕 連絡事項等の伝達 

18:30～ 佐藤栄一氏新春のつどい 青木 宇都宮グランドホテル 

2/ 7(火) 12:00～ 西川公也氏昼食勉強会 会長 ホテルルポール麹町 

15:30～17:00 ICT特別委員会 小林 官公署アンケートのまとめ 

2/ 9(木)  第一業務部会 会長 日行連 

13:30～17:00 会計精査 小林 12月、1月分会計精査 

2/10(金) 13:30～16:30 広報部会 押野 平成24年度事業計画等 

13:30～15:00 制度推進部会 田渕 平成24年度事業計画等 

18:30～ 谷博之氏新年会 会長、青木  

2/11(土) 10:00～ さとう勉氏新春のつどい 会長、青木  

2/14(火) 13:30～16:30 国際業務特別委員会 押野 研修計画等 

2/16(木) 13:30～ 理事会議案打合せ 全員 議案の検討 

2/21(火)  9:00～10:00 正副会長会 全員 理事会議案について 

10:00～12:00 新入会員オリエンテーション 会長 行政書士倫理について等 
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14:00～15:00 労働局訪問 会長 受託業務について 

2/22(水) 10:00～12:00 ＡＤＲ特別委員会 田渕 平成24年度事業計画等 

11:00～12:30 総務部打ち合わせ 会長、青木 県との研修会について等 

13:30～15:00 県との研修会 会長、青木、田渕 栃木県教育会館 

14:22～ 新春交流会(茨城県行政書士会) 押野 水戸京成ホテル 

14:00～ 市民公開講座(神奈川県行政書士会) 小林 横浜市開港記念館 講堂 

2/25(土) 12:00～ うえのみちこ新春のつどい 会長、青木 宇都宮グランドホテル 

17:30～ 石森久嗣2012春の集い 会長 アピア 

2/28(火) 13:00～14:30 茨城会環境部長来局 田渕 研修会に関する調査対応 

14:00～17:00 東京入管と関地協との連絡会 会長 日行連 

14:30～17:00 サーバーに関する打合せ 田渕 リース満了に伴う検討 

2/29(水)  行政書士試験センター会議 会長 行政書士試験センター 

 
 
 
 
 
 標記の件につきまして、「財物価値の喪失または減少等」に対する賠償のうち、警戒区域内にある自動車

の一部に対する賠償を開始する旨のプレスリリースがありましたので一部抜粋してお知らせいたします。 
 賠償の対象となる自動車として以下が挙げられています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 今回対象とされていない自動車、および土地、建物、家財等その他の財物に関しては、順次発表があり次

第ご連絡させていただきます。 
 つきましては、永久抹消登録等の相談が各行政書士会及び会員へ寄せられることと存じますので、趣旨並

びに内容をご確認ください。 
 なお、本件は日行連ホームページの会員ページでもお知らせいたします。 
 また、参考サイト及び照会先は以下のとおりです。 

＜東京電力株式会社ＨＰ＞ 
http://www.tepco.co.jp/cc/press/12020703-j.html 
※詳細につきましては、東京電力株式会社のホームページにてご確認ください。 

＜原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先＞ 
福島原子力補償相談室（コールセンター） 
電話番号：０１２０－９２６－４０４ 
受付時間：午前９時～午後９時 

東東京京電電力力株株式式会会社社にによよるる「「警警戒戒区区域域内内ににああるる自自動動車車にに対対すするる
賠賠償償のの開開始始」」ににつついいてて                        ～～日日行行連連よよりり～～  

【プレスリリース一部抜粋】 
１．賠償の対象となる自動車 
  現在も警戒区域内にある自動車（二輪・特殊自動車を除く）のうち、以下のいずれかに該当するもの

を今回の賠償対象とさせていただきます。 
（１）当社事故に伴う警戒区域の設定により、管理不能となったため故障した自動車 
（２）当社事故に伴う放射線量が基準値を超えたことによって、警戒区域外への持出しができない自動車 
（３）警戒区域内にあり、再使用または譲渡する意思がないため、当社事故に伴う国土交通省の特例措置

により、永久抹消登録済みである自動車 
なお、地震あるいは津波による損害は除かせていただきます。また、（１）または（２）に該当する

自動車についても、予め国土交通省の特例措置による永久抹消登録が必要となります。 
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 平成２４年４月１日から大田原市は特定行政庁（建築主事を置く市）となります。 
 これにともない、大田原市が県に代わって建築基準法に基づく建築確認等の事務を行います。 
  ※ 手数料は、申請書提出時に発行する納入通知書により、金融機関または会計課において納入してく

ださい。栃木県収入証紙は使用できませんのでご注意ください。 
（金額については下記までお問い合わせください。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 平成２４年度の組織改編により、これまで栃木県矢板土木事務所で行ってきた建築確認申請の審査業務な

どについて、平成２４年４月１日から、栃木県宇都宮土木事務所及び栃木県大田原土木事務所へ下記のとお

り移管することとなりました。 
 

記 
 
１ 矢板土木事務所から移管される業務 
 （１）建築確認申請等の審査・検査等業務 
 （２）長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅認定関係業務 
 （３）都市計画法の開発許可関係業務 
 （４）都市計画法第５３条の規定による建築の許可関係業務 
 （５）栃木県景観条例第２０条の規定による大規模行為の届出関係業務 
   ※その他の業務につきましても付随して移管される業務がありますので、詳細についてはお問い合わ

せ下さい。 
   ※建築確認申請など、従前から建設地の市町の担当所管課あて提出していたものにつきましては、引

き続き各市町あて提出願います。 
 
２ 移管先 
 （１）高根沢町関係 
     栃木県宇都宮土木事務所（建築指導担当及び管理課）へ 
 （２）矢板市、さくら市及び塩谷町関係 
     栃木県大田原土木事務所（建築指導担当及び管理課）へ 
 
 
 
 
 
 
※ 詳細につきましては、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。 
 
 

矢矢板板土土木木事事務務所所がが所所管管すするる建建築築確確認認申申請請のの審審査査業業務務等等がが移移管管
さされれまますす                        ～～栃栃木木県県県県土土整整備備部部よよりり～～  

県土整備部都市計画課 
  担当：千金楽  ＴＥＬ０２８－６２３－２４６２ 
県土整備部建築課 
  担当：竹久保  ＴＥＬ０２８－６２３－２５１１ 

平平成成２２４４年年４４月月１１日日かからら大大田田原原市市はは特特定定行行政政庁庁ととななりりまますす
                          ～～大大田田原原市市建建築築住住宅宅課課建建築築指指導導係係よよりり～～  

お問い合わせ先 
大田原市建築住宅課建築指導係   電話 ０２８７（２３）８７２４ 
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 都市計画法の改正や条例による権限移譲などにより、平成２４年４月１日から、県から市町へ権限の移譲

などが行われます。 
つきましては、当課が所管する事務については、下記のとおりとなります。 

 
記 

 
１ 都市計画法の開発許可関係 
   ・大田原市の区域については、大田原市が許可権者となります。 
 
２ 都市計画法第５３条の建築の許可関係 
   ・市の区域については、従来県が行っていた「県が都市計画に定めた都市計画施設の区域に係るもの」

も含め、すべて市が許可権者となります。 
   ・町の区域については、従来と変更ありません。 
 
３ 栃木県景観条例に基づく大規模建築物の届出関係 
   ・佐野市及び高根沢町については、それぞれの市町で独自の景観条例が施行されることから、当該条

例の規定に基づく届出となります（県とは基準が異なります）。 
   ・大田原市については、特定行政庁（建築確認関係）設置に伴い、当該届出の受理業務は大田原市が

行います。 
   ・那須烏山市及び那珂川町については、栃木県宇都宮土木事務所に所管が変更となります（届出書の

提出は、従来どおり那須烏山市及び那珂川町で変更ありません）。 
 
※ 詳細につきましては、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。 
 
 
 
 
 
 
 本県では既に農地法等に係る許可権限等の一部について宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、日光市、小

山市、大田原市及び那須町に対して移譲しておりますが、今般、「栃木県知事の権限に属する事務の処理の

特例に関する条例」の一部改正に伴い矢板市及び那須塩原市に対して、新たに下記の事務について移譲する

こととなりましたのでお知らせいたします。 
 なお、農地法等関係の許可等につきましては、平成２４年４月１日以降、別添「農地法・農振法関係事務

の区分に係るお知らせ（栃木県）」のとおりとなります。 
 

記 
 
１ 移譲事務の内容 
   別紙「権限移譲事務一覧」のとおり 
２ 移譲期日 
   平成２４年４月１日 
 
※「権限移譲事務一覧」と「農地法・農振法関係事務の区分に係るお知らせ（栃木県）」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。 

平平成成２２４４年年度度都都市市計計画画法法にに基基づづくく許許可可等等のの申申請請窓窓口口ににつついいてて
                        ～～栃栃木木県県県県土土整整備備部部都都市市計計画画課課よよりり～～  

矢矢板板市市・・那那須須塩塩原原市市にに対対すするる農農地地法法等等関関係係のの許許可可権権限限等等のの移移
譲譲ににつついいてて（（通通知知））                  ～～栃栃木木県県農農政政部部よよりり～～  
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 「不正競争防止法の一部を改正する法律」及び「特許法等の一部を改正する法律」について平成２３年６

月８日付けで公布されました。前者は同年１２月１日付けで施行され、また、後者については平成２４年４

月１日付けで施行となります。 
 今般、これらの法改正に係る詳細な内容及び行政書士の知的財産業務に関係する留意事項について、別添

資料によりお知らせいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※別添資料につきましては、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。 
 
 
 
 
 
 
 昨年９月「開発許可制度運用指針（平成１３年５月２日付け国土交通省国総民発第９号）」が一部改正さ

れたことから、栃木県開発審査会運営規程第４条に基づく提案基準別表を見直し、平成２４年４月１日から

適用することとしましたので、お知らせいたします。 
 
 

記 
 
１ 改正項目 
 ① 提案基準２０ 介護付き有料老人ホーム（改正） 
 ② 提案基準２１ 介護老人保健施設（新規制定） 
 ③ 提案基準２５ 建築基準法第３９条第１項の災害危険区域等に存する建築物の移転（改正） 
 
２ 改正の趣旨・概要等 
  別紙のとおり 
 
３ 添付資料 
 【資料１】改正後の提案基準及び各項目ごとの運用上の留意点 
【資料２】提案基準別表及び新旧対照表 
 
※別紙、添付資料につきましては、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。 

不不正正競競争争防防止止法法のの一一部部をを改改正正すするる法法律律及及びび特特許許法法等等のの一一部部をを
改改正正すするる法法律律のの施施行行ににつついいてて              ～～日日行行連連よよりり～～  

【別添資料より一部抜粋】

不正競争防止法の一部を改正する法律及び特許法等の一部を改正する法律の施行に係るお知らせ 

 
 今般、行政書士の知的財産業務に関連する法改正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

 不正競争防止法の一部が改正されたことに伴い、「営業秘密管理指針」（経済産業政策局 知的財産政

策室）も改訂されておりますのでご注意下さい（日本行政３月号に掲載済み）。 
 また、特許法の一部が改正されたことにより、特許権のライセンス契約に伴う通常実施権の登録制度が

廃止され、「通常実施権の当然対抗制度」が導入されました。これにより、日行連が平成２３年３月に発

行した「知的資産契約マニュアル」の中で「特許権に係る通常実施権の設定登録」に関する記述（Ｐ－３、

Ｐ－９５）が、改正法施行後は不要となりますので、当該契約書作成の際は特にご留意下さい。 

栃栃木木県県開開発発審審査査会会運運営営規規程程にに基基づづくく提提案案基基準準のの一一部部改改正正ににつつ
いいてて（（通通知知））              ～～栃栃木木県県県県土土整整備備部部都都市市計計画画課課よよりり～～  
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 今般、国土交通省より、特殊車両通行許可のオンライン申請時の本人確認方法が、平成２４年５月２３日

（水）午前９時３０分より、電子証明書に代えて、申請者ＩＤとパスワードによる本人確認方法に変更され

ることが発表されました。本件についての詳細は、国土交通省ホームページに発表されておりますので以下

のとおりアドレスをお知らせいたします。 
 なお、本件は日行連ホームページのトピックスにも掲載いたします。 
 
＜国土交通省掲載アドレス＞ 
・「特殊車両通行許可のオンライン申請の本人確認方法を変更します」 
  http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000245.html 
 
 
 
 
 
 
 
 標記の件につきまして、これまでの中小企業政策を見直し、中小・小規模企業の経営力・活力の向上に向

けた課題と今後の施策のあり方を討議する場として、経済産業省中小企業庁の主催による「“日本の未来”

応援会議～小さな企業が日本を変える～（略称：“ちいさな企業”未来会議）」が開催されることが発表さ

れました。 
 当該会議においては、行政書士等の士業、中小・小規模企業の経営者・従業員、中小企業団体の職員、商

店街関係者、生業、地域金融機関等の経営者・従業員などであることを要件とした支援サポーターが公募さ

れております。 
 なお、詳細については、下記ホームページをご参照ください。 
 
  ・「“日本の未来”応援会議～小さな企業が日本を変える～（略称：“ちいさな企業”未来会議）につ

いて」 
   http://www.chusho.meti.go.jp/miraikaigi/index.htm 
 
    ・サポーター公募について（応募方法等） 
   http://www.chusho.meti.go.jp/miraikaigi/supporter.htm  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「「““日日本本のの未未来来””応応援援会会議議～～小小ささなな企企業業がが日日本本をを変変ええるる～～（（略略称称：：““ちちいい
ささなな企企業業””未未来来会会議議））」」ののササポポーータターー公公募募ににつついいてて        ～～日日行行連連よよりり～～  

２月２１日より勤務しております、羽石
美春と申します。 
一日でも早く業務に慣れ、皆様のお役に立

てるように頑張りますので、ご指導よろし

くお願い致します。 

新入職員あいさつ 
事事務務局局よよりりおお知知ららせせ  

特特殊殊車車両両通通行行許許可可ののオオンンラライインン申申請請のの本本人人確確認認方方法法がが変変更更ささ
れれまますす                                  ～～日日行行連連よよりり～～  
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 今般、一般財団法人建設業情報管理センターより、東日本大震災により被害を受けられたお客様への経営

状況分析手数料の無料等の取扱いについて、期間延長の通知がありました。 
 本件についての詳細は、一般財団法人建設業情報管理センターのホームページに発表されておりますので

以下のとおりアドレスをお知らせいたします。 
 日行連ホームページのトピックスにも掲載する予定です。 
 
＜別添＞ 
「東日本大震災により被害を受けられたお客様への経営状況分析手数料の無料等のお取扱いについて（取扱

期間延長のご案内）」 
※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。 

 
＜一般財団法人建設業情報管理センターアドレス＞ 
http://www.ciic.or.jp/topics/20110314.html 
 
 
 
 
 
 標記の件につきまして、平成２３年４月の森林法改正により「森林の土地の所有者届出制度」が創設され、

本年４月１日から施行されます。 
 本制度は、森林の土地の所有者を把握するため、売買だけでなく相続等によるものも含めて、権利の移転

があった場合には面積によらず市町村長へ事後届出が義務付けられるものであるとして、林野庁より別添の

周知依頼が参りました。 
 つきましては、下記のとおり関連ＨＰをご案内します。 
 

記 
●別添 
「森林の土地所有者届出制度の周知について（依頼）」（林野庁より） 
●林野庁ＨＰ 
http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/index.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

震震災災被被害害ににああわわれれたた方方へへのの経経営営状状況況分分析析手手数数料料無無料料等等のの取取扱扱期期間間延延長長
ののごご案案内内                                        ～～日日行行連連よよりり～～  

森森林林法法改改正正にによよるる「「森森林林のの土土地地のの所所有有者者届届出出制制度度」」のの創創設設ににつついいてて
                                                          ～～日日行行連連よよりり～～  

 
森林の土地の所有者届出制度の周知について（依頼） 

 
平成２３年４月の森林法改正により、「森林の土地の所有者届出制度」が創設され、今年４月から施行

されます。 
本制度は、森林の土地の所有者を把握するため、売買だけではなく相続等によるものも含めて、権利の

移転があった場合には面積によらず市町村長へ事後届出が義務づけられるものであり、普段は森林・林業

と直接関わりが薄い方々も対象となることとなります。 
このため、林野庁はもとより都道府県・市町村段階においても林務部局から周知を図っているところで

すが、各地域において官公署へ書類を提出する住民のご相談やこれら書類の作成等に対処されている行政

書士の皆様にも制度の内容を知っていただくとともに、相談者に対して制度についてお知らせし、適切な

アドバイスをお願いしたいと考えております。 
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２２００１１２２年年度度  経経営営事事項項審審査査予予定定表表ににつついいてて
                                ～～栃栃木木県県県県土土整整備備部部よよりり～～  
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農地は、所有権を移転したり賃借権を設定する場合、また、農地以外の目的に転用する場合に農

地法による制限が定められていて、それぞれ目的に合わせた許可申請の手続きが必要となります。 
では、農地法による制限の内容を確認してみましょう。農地法では、第二章に権利移動及び転用の
制限等に関する記載があります。 

農地法 第二章 権利移動及び転用の制限等  
（農地又は採草放牧地の権利移動の制限）  

第三条  農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借によ
る権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合
には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可（これらの権利を取得する者（政令
で定める者を除く。）がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を
取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可）を受けなければならな
い。   ・・・・以下省略 
（農地の転用の制限）  

第四条  農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可（その
者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合（農村
地域工業等導入促進法 （昭和四十六年法律第百十二号）その他の地域の開発又は整備に関する法律
で政令で定めるもの（以下「地域整備法」という。）の定めるところに従つて農地を農地以外のもの
にする場合で政令で定める要件に該当するものを除く。第五項において同じ。）には、農林水産大臣
の許可）を受けなければならない。  ・・・・以下省略 

 （農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限）  
第五条  農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの（農地を除く。次

項及び第四項において同じ。）にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を
設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可（これ
らの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と
併せて採草放牧地について権利を取得する場合（地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利
を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。第四項において同じ。）には、農林水産
大臣の許可）を受けなければならない。 

    ・・・・以下省略 
 以上のように 

農地等の権利移動等・・・・・・・・・・・・・・・第３条許可申請 
農地を転用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第４条許可申請 
農地等を転用するため権利移動・・・・・・・・・・第５条許可申請 

 の手続きが必要となります。 
 ※市街化区域は、農地転用は届出制となりますので、ご注意ください。・・・今回は説明を省略しま

す。 

最初に、第３条許可の申請手続きについて、説明いたします。 
農地法第３条許可申請の申請書と添付書類例 
１．農地法第３条の規定による許可申請書 
２．位置図・案内図 
３．土地の全部事項証明書 
４．公図写(申請地を色線などで表示) 
５．譲受人が個人の場合 住民票の写し 
６．申請人が法人の場合は、登記事項証明書・定款 
７．新規就農の場合は、農業経営計画書 
８．競売等による取得は、競売等の広告の写し 
９．代理人申請の場合 委任状・確認書 
これらの添付書類は、申請先の農業委員会等で異なる場合や申請内容で個別に追加要求される場

合がありますので、申請前に確認をしてください。 

  次は、行政書士への依頼の多い第４条・第５条許可申請手続きについて、説明いたします。 

ははじじめめててのの農農地地法法  
制 度 推 進 部

田渕 徹
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申請前に必ず確認する事項 
農地は、農地法以外の規制を受けていることが多くあります。農地転用の申請前には、必ずそれ

らの規制を受けているかを確認する必要があります。 
例  都市計画法  開発行為、開発行為事前協議等 
   土地改良法  受益地等の確認他 
   農業振興地域の整備に関する法律他 
   ※その他、申請者が農業者年金受給者の場合 
    受給資格が喪失となったり、年金額に影響 

が出ることがあるので注意が必要です。 
 農地法第４条・第５条許可申請の申請書と添付書類例 

１．農地法第４条第１項又は第５条第１項の規定による許可申請書 
２．様式第３－３号 転用計画等 
３．土地の全部事項証明書 
４．位置図・周辺見取図 
５．公図写(申請地と隣接地の地番・地目・所有者表示) 
６．特定図(一時転用で一筆の一部分の転用の時) 
７．土地利用計画図(兼建物配置図)Ｓ:１／５００～１／２０００ 
８．建物平面図 
９．取水・排水計画図 
10．他法令の許認可等の許可書又は手続状況の判断できる書面 
11．土地改良区の意見書・土地選定経過書 
12．代理人申請の場合 委任状・確認書 
13．申請人が法人の場合は、登記事項証明書・定款 
 これらの添付書類は、申請先の農業委員会等で異なる場合がありますので、申請前に確認をして
ください。 
農地法第４条・第５条許可後の手続き 
農地法の許可書を受領する際、農地転用許可済看板（３００円）と「農地転用許可後の工事進捗

状況報告について」と「農地転用許可後の工事完了報告について」の２種類の書類を渡されます。 
代理人として委任を受けた場合は、許可後現地の進捗に併せてこの工事進捗状況の報告と工事完了
の報告を提出しなければなりません。 
委任を受けずこの書類を許可書や看板と一緒に申請者に渡す場合は、後日のトラブルを避ける意味
でも忘れずに報告の必要性を伝えることが重要です。 
また、許可申請内容と異なる違反転用等は、次の条文で処分される可能性がありますので、申請

者から依頼を受ける際に、不自然な内容が見られる場合だけでなく、いつでもこの条文の説明をし
ておくことをお勧めします。 
（違反転用に対する処分）  

第五十一条  農林水産大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、次の各号のいずれかに
該当する者（以下この条において「違反転用者等」という。）に対して、土地の農業上の利用の確保
及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度にお
いて、第四条若しくは第五条の規定によってした許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新
たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その
他違反を是正するため必要な措置（以下この条において「原状回復等の措置」という。）を講ずべき
ことを命ずることができる。  

一  第四条第一項若しくは第五条第一項の規定に違反した者又はその一般承継人  
二  第四条第一項又は第五条第一項の許可に付した条件に違反している者  
三  前二号に掲げる者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその

工事その他の行為の下請人  
四  偽りその他不正の手段により、第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けた者   ・・・以

下省略 

最後に、申請に関する資料等は、栃木県・各市役所・各町役場のホームページで閲覧・ダウンロー
ドができますので是非ご活用ください。 
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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 

４／１７ 傾聴トレーニング  第１回 500円 4/13  － － 

４／１９ 行政書士基礎講座  第１回 無 料 4/17  － － 

 

支部名  
氏 名

 

ＦＡＸ  

募 集 

傾聴トレーニング  第１回             ＡＤＲ特別委員会主催 

○開催日時 

平成２４年４月１７日（火）１３：００～１７：００ 

○開催場所 

栃木県行政書士会館２階 

○研修内容 

● もっと人の話を上手に聴けるようになりたい。 
● 調停人の資格は取ったけれど、練習不足で自信がない。 
● 各個人事務所で主として相談業務を行っているが、さらにスキルアップを目指したい。 
● 専門業務を超えて、傾聴を学ぶ多くの人と出会いたい。 
そんなあなたにピッタリの研修会です。 

○講 師 

行政書士 土方 美代 

○受講料 

５００円 

行政書士基礎講座 第１回                業務研修部主催 

○開催日時 
平成２４年４月１９日（木）１３：３０～１５：３０ 

○開催場所 
栃木県行政書士会会館２階 

○研修項目 
「はじめての福祉業務」 
○講  師 
行政書士  宇賀神 英巳 

○受講料 
無 料 



 
 

－21－ 

 

～成年後見特別委員会より～ 

４月の成年後見研修会 

全１０回で実施しております成年後見研修会の４月の開催は、予定通り以下の日程で開催します。

受講者の方はテキストを忘れずにご参加下さい。 
 ○４月の日程、内容、時間 

実施回 研修日 科目（内容） 研修時間 

第３回 ４月 ３日（火） 法定後見制度の基礎と実務 13:30～16:40 

第４回 ４月２４日（火） 任意後見制度の基礎と実務 13:30～16:40 

※場所は全て行政書士会館２階会議室  

※途中回からの申し込みは受け付けておりません。 
 
 
 
 
 

 
 
原則、市場に出回っている食品は暫定規制値

内のものなので大丈夫だろうと思い、特に気に

することなくスーパーで売られているものを食

べてきましたが、現在の暫定規制値より大幅に

厳しい食品中の放射性セシウムの新たな基準値

が４月から適用されることとなったのを機に、

放射能汚染について調べてみました。 
【今後、心配な放射線物質】 
 原発事故で放出された主な放射性物質のうち、

ヨウ素１３１は半減期が約８日と短いので、新

たに体内に取り込むということはなく、心配す

る必要はない。今後も問題となってくるのは、

半減期が長いセシウム１３７（約３０年）やス

トロンチウム９０（約２９年）で、土壌や海水、

飲食物の中で放射線を出しており、それを新た

に体内に取り込んでしまうこと。 
【放射線被ばくによる影響】 
 ヨウ素１３１は体内に入ると、その２～３割

が甲状腺に集まってしまい、甲状腺ガンを発症

しやすくなる。セシウム１３７は体内に入ると、

骨と脂肪を除いた全身（主に筋肉）に多くたま

るため、全身のいろいろな部位のガンの誘因に

なる可能性がある。ストロンチウム９０は体内

に入ると、骨にたまりやすくなかなか排泄され

ないため、骨のガンや白血病のリスクが高くな

る。 
【食品中の放射性物質の落とし方】 
 調理する前にひと手間をかけることで、体内 

 
 
に取り込む放射性物質の量を少なくすることが

できる。よく洗う（セシウムやストロンチウム

は水に溶けやすい性質をもっているので）、ゆで

る（ゆでたお湯は捨てる）、酢に漬ける（酢は捨

てる）、食塩水にさらす（さらした食塩水は捨て

る）、ヘタの部分を切り落とす、皮をむく、外葉

を一枚はがすことで、かなりの放射線物質を除

去することができる。 
【バランスの良い食事で放射線被ばくによる影

響を軽減できる】 
 元放射線医学総合研究所の白石久二雄氏は、

「皮をむく、ゆでこぼす、酢に漬けるという方

法には、放射線物質が除去できるというメリッ

トと、ミネラルなど大事な栄養素を失ってしま

うというデメリットがあります。放射能汚染に

負けない体をつくるためには、免疫力の増強が

欠かせません。免疫力増強の要素は栄養だけで

はありませんが、食生活で考えるならば、最も

大切なことは栄養バランスのとれた食事をする

ことです。」という見解を示されています。 
いつもの下ごしらえの過程で放射線物質をか

なり落とせることがわかりホッとしましたが、

同時に必須の栄養素も失ってしまうことになる

ので、ゆで時間を短くするなどして下ごしらえ

をサッとすませ、バランスの良い食事を心掛け

ようと思います。 
（足利支部支局長 岩本正代） 
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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 

 

小 山 
H24.2.1 

323- 

0822 
小山市駅南町 4-31-12 0285-27-6616  

宮﨑 達也 

 塩 那 
H24.2.1 

329- 

1311 
さくら市氏家 2579-26 028-682-3156  

小野 順一 

 

 
鹿 沼 

H24.2.1 
322- 

0073 
鹿沼市西鹿沼町 255-14 0289-65-3308  

大嶋 信明 

 

小 山 
H24.2.15 

323- 

0012 
小山市大字羽川 12-55 0285-25-5562  

河野  浩 

 栃 木 
H24.2.15 

328- 

0012 
栃木市平柳町 1-11-11 0282-25-5205  

会田 哲治 

 那 須 
H24.2.15 

329- 

2748 
那須塩原市上赤田 238-564 0287-36-6747  

鈴木 健司 

【退 会】出井 武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 

栃 木 出井  武 H23.12.18 死 亡 那 須 廣瀬 紀彦 H24. 2.29 廃 業 

佐 野 新田 菜穂 H24. 2.29 廃 業     

【変 更】                             

支 部 氏 名 変更事項 変 更 内 容 

宇都宮 高橋 江美 
事務所 

ＴＥＬ 

宇都宮市台新田町 157-12 

028-684-1252 

宇都宮 大野 聿夫 事務所 宇都宮市大和 1-9-25 

那 須 郡司 眞理 
事務所 

ＴＥＬ 

那須塩原市南町 4-26 

0287-48-7320 

那 須 田島 正道 事務所 那須塩原市下永田 3-4-634 グリーンハウス H棟 

 

 

  

 

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 24年 2月 29 日現在）

行政書士とちぎ３月号 №423 

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 

「春は名のみの風の寒さや」との、詩のと
おり、花の便りが聞かれる今日この頃ですが、
まだまだ、不順な日々が続くと思われます。
 私たち広報委員も、就任後早や１年目を迎
え、ますます努力しなければなりません。 
 栃木県行政書士会も、今後の組織について、
合理的な改変を考えているようですので、そ
れに呼応する広報部のあり方を、検討してゆ
きたいと思います。 
 そのためにも、今後皆様方に、なお一層の
ご協力を、お願い申し上げます。 

（広報部副部長 山ノ井 一男）
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