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抱抱    負負  

  

業業務務部部副副部部長長  稲稲葉葉  昌昌俊俊  

  

インターネットを通じて様々な情報が簡単に入手できる時代になりました。行政書士の

業務においても､簡単な手続きなら誰でもできてしまう時代になってきています。手続き

にかかる時間と費用・安全性等を考え、自分でやるか専門家に依頼するかということころ

でしょうか。しかしそうすると私たちは一般の人がまねできないような知識や技術を持っ

ていないと生き残れないということなのでしょう。 

 新編成の業務部となって半年が過ぎました。この間業務部では部長を先頭に、第１から

第５グループまで各グループのメンバーが官公署と業務連絡の機会を設け、会報を通じ

て、また県の担当者を講師に招いての研修会を開催するなど、必要な情報をより早く会員

に伝えるよう努力して参りました。同時に、初歩的な手続きから専門性の高い手続きまで

多岐にわたり諸業務についての研修会を開催しております。これは本年度の業務部のテー

マの一つである専門家を目指すための研修会の開催です。（テーマは業務開発など他にも

あります） 

 先日土地関係の研修会がありましたので、感じたことを書きます。業務部第２グループ

では､本年度の業務として、開発許可手続きについて研修会を行っています。初級・中級・

上級という位置づけで実施しており、先月２回目を終えました。このことに関連して、今

後はさらに農地転用許可手続きや農振法除外手続きについても研修会をすると良いと思

いました。実際の業務では農地を含んで開発許可申請をすることが多いからです。許認可

全体の流れとしては都市計画法の認可基準が緩くなっている一方で、農地関係法令の基準

は厳しくなっているようです。ですから、農地転用関係の研修も今後は重要に思われます。

また、研修会でも意見が出ましたが、土地関係の申請には土地境界の確定が不可欠となり

ます。これらの業務についてもある程度知っている方が良いと思われます。境界関係の研

修会などもできればいいでしょう。 

 と考えてくると、開発許可にまつわるすべての許認可についての研修ができれば、本当

の専門家を養成できるのかもしれません。でも、このことはすべてのグループの業務につ

いてもいえることだと思います。 
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コスモスの咲く爽やかな秋空の下、１０月１９

日（金）午後２時から、本会会館において、会員

約４０名が参加し、中小企業経営改善セミナーの

特別講演を前半と後半の二部構成にて開催しまし

た。 
前半は、須永威本会会長による『これからの労

働行政をめぐる諸問題』と題しての講演、後半は、

日本行政書士会連合会 第一業務部長 常任理事・

静岡県行政書士会岸本敏和会長をお招きし『行政

書士と事業承継・再生＆産活法』をテーマとして

の特別講演が行われました。 
まず、須永会長からは、行政書士が「中小企業・

零細企業をどう支援するか？」という観点で、建

設業許可業者に対する社会保険加入促進や非正規

（パート）労働者に対する社会保険加入者の拡大、

年金受給者の年齢引き上げ、高齢者雇用法の成立、

ツアーバス事故を受けての法改正、本会での受託

業務「栃木県最低賃金総合相談支援センター」の

役割、８月に本会と業務連携に関する覚書を締結

した日本政策金融公庫についてなど多岐に渡る内

容で行政書士や今後の本会が目指すべき姿を織り

交ぜつつ、行政書士による中小企業支援等につい

てのご講演を頂きました。 

続いて、岸本敏和静岡会会長による講演では、

「行政書士がなぜ中小企業を支援するのか？」と

問い、中小企業の身近な相談相手となる行政書士

が事業承継や再生についてアドバイスできること

の重要性を指摘し、行政書士が携わる事業承継や

事業再生にあたって産活法（産業活力再生特別措

置法）を活用すること、日本政策金融公庫と行政 

 
 
 
 
 

書士会が中小企業の支援で業務連携する意義など

を述べられました。その後、「事業承継・合併・

再生・Ｍ＆Ａ等々の具体的進め方」について、岸

本会長がご自身で関与された建設会社の事業再生

の事例をもとに、許認可に関する専門家の行政書

士として「産活法の精神・目的」による企業の再

生のあるべき姿の法解釈に基づき、決してあきら

めない熱意を持って、関係する複数の行政庁に対

して横断的に何度も粘り強く交渉を行うことによ

って、その会社が事業を継続でき、「のれん」を

守り、取引先にも迷惑をかけず、働く人達の雇用

を確保するという「事業再生プロジェクト」の目

的・目標（ゴール）を達成できた実例を具体的に

分かりやすくご説明を頂きました。 
講演の最後に、岸本会長は、行政書士の専門分

野である許認可や知的財産（資産）のデューディ

リジェンス（Due Diligence）＝「事業の調査」は、

我々行政書士がその専門家として中心となって進

めるべきことであり、それが今後の行政書士の醍

醐味であることを強調されました。 
約２時間の講演後には参加者から盛大な拍手が

沸き起こり、本講演は須永威本会会長から岸本敏

和静岡会会長への御礼の挨拶で閉会しました。 
岸本敏和静岡会会長には、遠方の静岡県からお

越し頂き、実務の経験に視点をおいた貴重で実り

あるご講演を頂きまして、誠にありがとうござい

ます。紙面をお借りして改めて厚く御礼を申し上

げ、益々のご活躍をご祈念申し上げます。 
 

（業務第３ＧＬ 青木裕一） 
 

栃木県行政書士会 

特特別別講講演演  中中小小企企業業経経営営改改善善セセミミナナーー      
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【県北会場：西那須野公民館】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県北会場では、塩那支部及び那須支部の行政書

士会会員５名が相談会受付及び相談員として対応

致しました。 
台風の接近で、ご相談者の来場に影響があるの

ではと心配されましたが、ご相談件数等は、行政

書士会相談件数８件（うち相続３件、遺言２件、

建設業許可１件、土地利用１件、その他１件）、

司法書士会相談件数４件、土地家屋調査士会２件

で、合計１４件でした。 
 普段の行政書士（支部）単独で開催している無

料相談会でも、一番身近で誰にでも起こり得る問

題であることから、相続に関してのご相談が多い

ですが、相続の中でも、土地など不動産に関係す

ることについては、この三士会では、司法書士や

土地家屋調査士の方が対応して下さいました。た

だ、最近は相続に対して事前に備えたいとお考え

の方も増えているようで、遺言や贈与が関係して

いるご相談もあり、そのような内容は、行政書士

が対応させていただきました。 
通常、行政書士単独での無料相談会も、定期的

に実施しておりますが、相談を受ける中で、相談

内容によっては、多士業の横断的な知識が必要と

なる場合もありますので、今回のような複数士業

での合同相談会の実施は、相談者にとっても必要

なものだと思われます。また、私たちにとっても、

業務依頼以外で、他士業の方と直接お話しをする

機会は多くありませんので、今回の三士会も大変

貴重な機会となりました。 
 （那須支部 冨田倫子） 

 

 
 
 
 
 
【県央会場：ショッピングモール ベルモール】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 残暑も去り秋刀魚の価格がお値頃となりつつあ

る日曜日、宇都宮市ショッピングモールベルモー

ルにて三士会無料相談会が行われた。相談会にふ

さわしいのかどうかわからないが、悩みが漂うか

の如くはっきりしない天気の中での開催となった。

午後は雨脚の影響か、相談者の足が遠のいた感が

否めないが、司法書士会、土地家屋調査士会、行

政書士会それぞれに相談者が訪れ、合計３０件と

いう多くの相談に対応した。 
 内訳としては相続９件、境界問題３件、登記供

託１件、売買１件、贈与１件、民事関係５件、親

子関係１件、法人１件、土地利用１件、建設１件、

権利関係２件、その他の諸問題４件である。 
 秋刀魚を買うついでに相談といった気軽な相談

ではなく、事前に告知を見て相談の為に訪れたと

思われる相続等の相談が多かった。一方で家族連

れでベルモールに訪れたお客様が無料相談をやっ

ていることに気づき、自分たち家族の抱えていた

契約問題について相談をする等、ショッピングモ

ールで無料相談することで日頃抱えている悩みを

軽くすることができた場面も見受けられた。また、

土地関係など１人の相談で３業種にまたがる相談

内容もあり、三士会の意義を再確認する結果とな

った。 
 三業種が一同に会し無料相談会をすることで市

民の悩みの解消の一助になるいい機会となった。 
（宇都宮支部理事 久我臣仁） 

 

三三士士会会無無料料相相談談会会開開催催    ～～三三士士業業間間のの連連携携及及びび協協力力～～      

「法の日」（１０月１日）を記念して、９月３０日（日）に県北会場・県央会場・県南栃木会場、

１０月７日（日）に県南小山会場にて、三士会（栃木県土地家屋調査士会・栃木県司法書士会・栃木

県行政書士会）による無料相談会が開催されました。 
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【県南栃木会場：イオン栃木店】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県南栃木会場では、栃木支部会員５名が相談会

受付及び相談員として対応しました。 
相談内容は相続関係５件、土地利用関係４件、

権利関係２件でした。 
買い物に来て無料相談会があることを知り、相

談に来られた方もいらっしゃいましたが、ほとん

どの方は新聞広告や栃木市の広報を見て相談に来

られた方でした。   （栃木支部 白石博章） 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【県南小山会場：道の駅思川 小山評定館】 

今年は、午前中予想外のあいにくの雨であった

り、また、他のイベントと重なり駐車場が足りな

いようであったりと、前年に比べてご相談者の総

数は少なかったようですが、それでも、行政書士

会・司法書士会・土地家屋調査士会あわせて７１

組（９６人）の方々よりご相談をいただきました。 
行政書士会では、「相続・贈与・遺言」の分野

のご相談が最も件数が多く、１６件でした。その

他、「離婚」が３件、「農地転用」が１件、「成

年後見」が１件、そして、「賃貸借契約」が１件

でした。合計２２件のご相談をいただきました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
やはり、「相続・贈与・遺言」に皆様のご関心が

集中していると、今回も感じました。 
なお、相談者は、男性（４７人）が、女性（２

４人）の約２倍でありました。また、年代別にみ

ると、６０代の方（２２人）が最も多かったです。

広告媒体については、市町広報誌（２３人）や新

聞折り込みチラシ（２２人）、自治会回覧（１７

人）をご覧になった方が多かったです。 
（小山支部 渡邉康明） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 １０月２５日（木）県総合文化センターで

開催された企業防衛セミナーにおいて、宇都

宮支部の大鹿幸雄会員と塩那支部の小瀬澤敏

会員が、県警本部と県暴力追放県民センター

より暴力団排除活動功労表彰を受けました。

これは、県暴力追放県民センターにおける暴

力相談業務等の多くの功績が評価されたもの

です。 
 本誌１０月号で既報の通り、両会員には、

栃木県行政書士会暴力団等排除対策委員会の

顧問に就任していただいております。不当要 

大大鹿鹿幸幸雄雄会会員員、、小小瀬瀬澤澤敏敏会会員員にに暴暴力力団団排排除除活活動動功功労労表表彰彰  

求・不当介入への対応のスペシャリストとして、

今後ますますのご活躍が期待されます。 
（広報部）
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１０月３日（金）９時３０分より１７時まで、

栃木県行政書士会館において標記の研修会が実施

されました。 
本研修会は平成１５年より行われており研修会

を終了することにより、産業廃棄物収集運搬業認

可申請に関わる経理的基礎の審査基準（追加資料） 
 
 
 
１０月４日（土）午後１時３０分より、行政書

士会館において業務第４グループによる「申請取

次行政書士研修会」が行われました。 

この研修会は申請取次行政書士を対象に行われ、

当月現在９６名の申請取次者の内４３名が出席し

ました。 

今回は東京入国管理局宇都宮出張所より青木正

憲所長を講師に招き、今年７月９日施行の改正入

管法の施行後の現状や、施行に伴い申請取次者と

して周知すべき事項等について行われました。 

特に周知すべき事項では、従来、宇都宮出張所

では栃木県に居住する外国人についてのみ認定・

更新・変更・その他の申請受付をしていたが、今

年７月９日より茨城県・群馬県に住所を有する外

国人の当該申請も宇都宮出張所で受け付けること

になったこと。 

また、基本的な周知事項としては、①取次者証

を忘れないこと、②申請人の「旅券」および「在

留カード又はみなし在留カード（外国人登録証）」

は原本を提示すること、③宇都宮出張所では月曜

日・金曜日は大変混雑するため、申請取次者はな

るべく他の日の来所に協力願いたいとのことでし

た。 

講義の後、質疑応答がなされ午後３時３０分に 

 

 

にある中小企業診断士などに行政書士も含まれる

ことになります。 
研修は行政書士会では一番厳格なもので、各科

目とも初めての受講者は途中からの入退室は認め

られません。午後５時まで４科目を受講するわけ

ですが未受講科目は来年となります。 
午前中は廃棄物の処理及び清掃に関する法律概

要、産業廃棄物収集運搬業許可申請の実務につい

てを青木裕一会員、午後は財務諸表に基づく経営

分析、産業廃棄物収集運搬業の経営診断書作成の

実務を、この研修制度を確立された金敷裕会員が

それぞれ講義を行いました。 
特別研修会は栃木県独自のもので先進的である

ため、今回は埼玉会、福島会、長野会より９名の

オブザーバー出席がありました。１６名のみなさ

んが熱心に受講され、全員無事修了証を持ちかえ

られました。  （業務第２ＧＳＬ 秋葉憲司） 
 
 
 

研修会が終了しました。 

私達行政書士は入管業務以外にも外国人と関わ

る機会が少なくありません。外国人にとって、本

邦で活動する為の基盤は在留資格ですので、その

許可・認定申請手続きを専門とする私達は、外国

人が日本において安定的かつ継続的に、それぞれ

の活動が円滑に行なえる為に、入国管理局や関係

諸機関との間の重要なパイプ役を担っております。 

行政書士が入管業務において犯罪に巻き込まれ

ない為の判断力を養い、業務上のモラルを再認識

し、日々研鑚していかなければならないと思いま

す。 

（業務第４Ｇ 専門部員 風間 洋） 

 

産産業業廃廃棄棄物物収収集集運運搬搬業業特特別別研研修修会会      

申申請請取取次次行行政政書書士士研研修修会会      
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１０月２４日（水）午後

１時３０分より、行政書士

会館において業務第２グル

ープ主催の第２回土地利用

研修会「市街化調整区域の

開発行為（法第３４条１４

号）」が実施されました。 
講師は業務副部長稲葉政

敏会員で実務に即した申請

書、各種添付資料図面をテキストに、県の開発許

可の手引きを引用しながら細部にわたって説明が

ありました。今回は５０余名の参加で熱気あふれ

る状況でした。開発許可は申請書等の書類と図面

が必要となります。図面については測量したもの

とそれに基づく設計図とになります。ここで測量

については機器と経験が必要ですが、設計につい

ては各種参考書が市販されており、キャドやイン

ターネットもある程度利用でき、各自興味を持っ

て研究されれば理工系でなくとも必ず身に着くと

思います。 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第１回に田渕副会長より御説明のあったように、

どこまでを行政書士がやるかによって報酬額に差

が生じますので、できるだけがんばってチャレン

ジされるべきであります。 
大げさに聞こえるかもしれませんが、行政書士

の土地利用関係業務従事者を増大させることが他

士業の参入を防ぎ、それが土地利用に係る行政書

士業務の存亡にかかわることになると思っていま

す。 
      （業務第２ＧＳＬ 秋葉憲司） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第第２２回回土土地地利利用用研研修修会会      

旭日双光章受章おめでとうございます 

１１月９日（金）皇居春秋の間にお

いて、行政書士としての貢献が認めら

れ、松長健氏が旭日双光章の栄に浴さ

れました。夕方からは、東京プリンス

ホテルに於て、日行連主催による夕食

会および記念品贈呈式が開催され、須

永会長も同席されました。 

＜経 歴＞ 

昭和５３年７月１８日  栃木県行政書士会 入会 
 
＜役員歴＞ 

昭和５６年５月 ～ 平成 元年５月  栃木県行政書士会 理事 

平成 元年５月 ～ 平成 ３年５月  栃木県行政書士会 副会長 

平成 ３年５月 ～ 平成 ５年５月  栃木県行政書士会 理事 

平成 ５年５月 ～ 平成１１年５月  栃木県行政書士会 副会長 

平成１１年５月 ～ 平成１３年５月  栃木県行政書士会 理事 

平成２０年５月 ～ 平成２１年５月  栃木県行政書士会 理事 
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今 月 の 表 紙 ： か み の か わ サ ン フ ラ ワ ー 祭 り  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【磯川緑地公園】 

 豊富な湧き水を水源とする磯川流域には、多種の

動植物が生息しています。園内に配された遊歩道は

片道約１．４ｋｍで所要時間およそ３０分と手ごろ

な距離なので、小さい子どもを連れた家族でも気軽

に楽しめます。  
 公園内の２カ所にあずまやがあり、お弁当を持っ

てくれば、ミニハイキングの気分が味わえます。木

道を歩けば、四季折々の草花を楽しめるとともに野

鳥のさえずりが聞こえてきます。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【かみのかわサンフラワー祭り】 

 約２．９ヘクタールの広々とした畑に咲き誇る１

０万本のひまわりの花と、楽しい各種イベントが盛

りだくさんの、『かみのかわサンフラワー祭り』。 
今年が第５回目の開催で、８月２４日～２６日の

３日間には、多くのお客さんで賑わいました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【上三川町マスコットキャラクター 

           『かみたん』】 

 町の鳥「しらさぎ」をイメージした帽子をかぶり、

おなかには町の花である「夕顔」、特産品の「かん

ぴょう」が描かれています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

栃木県の中でもいまいち影の薄い上三川町をみんなにＰＲするために、今

年の１月５日にマスコットキャラクターに任命されたんだ。上三川町のおい

しい農産物や楽しいイベントをどんどんＰＲしていくよ。 

 いまの一押しは、“かみのかわ黒チャーハン”。ソース味のチャーハンに

上三川町特産のかんぴょう・トマト・アスパラガスなど季節の野菜が入った

美味しいチャーハンで、「とちぎ元気グルメまつり」では準グランプリに輝

いたんだよ。 

  わがまち自慢     ―上三川町―   

上三川町は関東平野の北部、栃木県中南部に位置し、また、東京から直線距離で約９０ｋｍ北東にあり、

町は平地部と河川からなり、山はありません。町の北部は宇都宮市、東部は真岡市、西部と南部は下野市

に接しています。 
 古来より、「三川の郷」と呼ばれ、大いなる水の恵みを受けて栄えてきた上三川町。町内を流れる３つ

の大きな川、鬼怒川、田川及び江川は、この地を肥沃な農耕の盛んな地にし、現在も産業を支えるだけで

なく、豊かな心を育み、文化を実らせてきました。 
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今回は、萌えキャラで燃え上がる足利市、青木

啓明さんの事務所におじゃましました。 

 氏  名：青木 啓明（あおき ひろあき） 
 事 務 所：足利市五十部町１２８４－３ 
 事務所名：行政書士青木啓明事務所 
 入 会 日：平成２４年４月１５日 
 
 玄関には立派な鋳物ストーブがあり、趣味は薪

割りだとか。 
 事務所の窓からは、新しい日赤病院を望むこと

ができます。 
 
 さっそくですが、なぜ、行政書士になられたの

ですか？ 
 
 子供の頃から、自営業や、社長になることに憧

れがあり、社長になる！ と漠然と考えていまし

た。 
 しかし、大学卒業当時は、それを忘れ、就職し

ていました。 
 
 行政書士は、会社に就職した後、何かあった時

にと、働きながら試験に挑み合格しました。 
 
 苦労の末に取った資格ですが、備えとしてのも

の、すぐに開業するつもりはありませんでした。 
しかし、合格後に参加した登録説明会でのある

先生の言葉が、私の忘れていた独立開業への想い

を呼び覚まし、何も起きてないのに会社を退職し、

行政書士として開業することにしました。 
 
 幼い頃の想いを呼び覚ました言葉は「行政書士

は〇〇（その先生の得意業務）でガッチリ！！」

です。 
 

 
 
 その言葉が『やってやれないことはない。やら

ずにできるわけがない』と私の気持ちを奮い立た

せたのです。 
 
 おわ、穏やかな雰囲気とは裏腹に、燃えあがる

闘志をお持ちですね。 
 今はその漲る闘志でどんな業務をされていま

すか？ 
 
 勤めていた会計事務所のお手伝いをしながら、

建設業、農地転用、会計記帳などをさせていただ

いています。 
 他にも、行政書士の幅広い業務を行えるよう、

会の研修に積極的に参加しています。 
 今の得意業務はもちろんですが、これからは、

外国人業務や、交通事故の自賠責請求にも関わっ

ていきたいですね。 
 
 あっと、そういえば、写真にも写っている、お

子さんが作ってくれたという看板、同じ日本語で

も、スペルが外国人向けですよね。 
 
 最近の世界情勢をにらんで、子供には、授業の

７割を英語で行う学校に通わせています。 
 親の私は、英語はからっきしなんですけどね。 
 
 外国人業務と交通事故自賠責請求は、私とカブ

ってるから、ほどほどにしてもらうとして、他に

抱負などはありますか。 
 
 行政書士、事業主冥利に尽きる仕事がしてみた

いですね。 
 ガッチリも、それはお金の話ばかりじゃなくて、

ご依頼人さんからの感謝のことです。 
私も諸先輩方のように、ガッチリ感謝される仕

事をして、後輩の目標となるような行政書士にな

りたいですね。 
 
 今日は、この原稿の締め切り直前に押しかけた

私を、追い払うどころか、取材後はお菓子を持た

せてくれた青木さん。 
 
 嫁が喜んでいました。ありがとうございます。 
 

（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 
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室町時代の中期以降、足利学校では儒学を中心

に教育が行われてきました。このため、足利学校

では、儒学の祖・孔子とその弟子に野菜・米・餅・

鯛・牛肉・酒などのお供え物をささげて祀る釋奠

（せきてん）という儀式が毎年１１月２３日に行

われ、儀式終了後には、雅楽演奏も行われます。 

釋奠を観覧したり雅楽演奏を鑑賞するには、事

前に申し込みが必要です。毎年１１月１日から申

し込みの受け付けが始まります。 

申込先：足利学校事務所まで 

ＴＥＬ０２８４－４１－２６５５ 

 

釋奠の日を中心に足利学校とその周辺で下記の

とおり様々なイベントが行われます。散策がてら

ぜひお越し下さい。 

 

○足利学校・市立美術館・草雲美術館無料公開 

期間：１１月１７日～１８日、２２日～２５日 

  

○漢字段位試験 

期日：１１月２３日～２５日 

会場：足利学校 

 無料で挑戦でき、小学生向け、初級、中級、上

級から選べます。 

 

○手織り体験 

期 日：１１月２３日～２５日  

※体験時間：約４０分 

会 場：足利まちなか遊学館 

対 象：小学３年生以上 

参加費：通常の半額（２００円） 

申込先：１１月１６日までに、参加希望日時をま

ちなか遊学館まで 

ＴＥＬ０２８４－４１－８２０１ 

 

 

 

 足利まちなか遊学館では、裂き織りの手織り体

験コーナーが常設されており、自分のオリジナル

のコースターを作ることができます。 

 

○第２回全国小学生論語かるた大会 

日時：１１月２５日 午前１０時～正午 

会場：足利学校 

参加費：無料 

申込先：１１月９日までに、足利商工会議所まで

ＴＥＬ０２８４－２１－１３５４ 

 平成２３年に初めて開かれ、小学生たちの熱戦

が繰り広げられたかるた大会が、今年も開催され

ます。 

大会で用いられる「あしかが論語名句選かるた」

は、小中学校の授業などで取り入れられているほ

か、全国から問い合わせや注文が殺到するなど、

好評を得ているもので、足利商工会議所のホーム

ページでご覧になることもできます。 
http://www.ashikaga.info/karuta/ 

 
○『論語』の素読会 

日 時：１１月２５日（午後０時３０分、１時３

０分、２時３０分、３時３０分の４回） 

会 場：足利学校 

参加料：１００円（テキスト代） 

足利学校では、４月から１１月まで「日曜論語

素読体験」が行われています（午後1時３０分～

と午後２時２０分～の１日２回）。２０分ほどで、

参観者の方ならどなたでも体験できます。講師の

ユーモアを交えた論語の説明もありますので、日

曜日に足利学校にお越しの際には、ぜひご参加下

さい。 

（支局長 岩本正代） 

 

支局かわら版 
足利学校さままつり 

足利支部 

雅
楽
演
奏 



 
 

－10－ 

 

【那 須】 

  広広報報月月間間官官公公署署訪訪問問  

広報月間官公署訪問で、支部長及び副支部長が、

１０月４日に大田原市、１０月９日に那須塩原市

及び那須町を訪問致しました。 

訪問に際しては、３市町において、市長又は町

長及び農業委員会並びに都市計画担当課に対し、

下記の２点について、お願い致しました。 

①代理権申請に対応する申請書式の採用について 
（委任状があれば、申請者の押印を省略できる） 
②昨年の一部土地家屋調査士の行政書士法違反

を受けて、窓口規制のお願い 
業務については、新たらしい分野を開拓するこ 

とや、幅を広げることに目が行きがちですが、既

存の行政書士業務を守れなければ、結果的に幅を

狭めることになってしまいます。今回のお願いの

内容を本当に実現するためには、『お願い』だけで 
終わるのではなく、会員が知識や能力等を身に着 
けること等も必要になりますので、多くの会員が 
各々意識するところから始めなければならない 
ことなのでしょう。また、代理権申請に対応する 
申請書式の採用は、業務がスムーズに運びますし、

依頼者にとっても煩雑さが減少するという利

点になります。 

改めて、今後も一つ一つの問題点等に向き合

う姿勢が大切なのだということを感じました。 
（支局長 冨田倫子） 

 

２２００１１２２巻巻狩狩ままつつりり  

雨の「巻狩りまつり」も有意義でした。 
１０月２８日（日）は朝から生憎の雨でしたが、

本年も、那須塩原市で開催された「巻狩りまつり」

に参加致しました。８時３０分の準備の段階で、

ポツポツ降り始めてきたと思っていましたら、９

時頃には傘をささないと居られないくらいに降っ

てきました。 

準備をしている途中で、昨年、息子さんが行政

書士試験を受験しようかどうか迷っており、『行政

書士は、仕事として成り立つかどうか』を、この

会場で相談された方が来られました。息子さんは

無事１回の試験で合格されたそうで、その報告と、

登録にはどれくらい費用がかかるのか、早く独立

した方が良いか等を尋ねていかれました。 
 ９時半過ぎには雨の中、全部で７名の会員が集

まりました。今年に入り、支部活動に参加する会

支 局 情 報 
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員が随分増えたなという印象を抱きました。 
 しかしながら、この巻狩りまつりでは、予定し

ていたティッシュ配りができないばかりか、相談

者の数も、その後わずか１名にとどまり、無料相

談会としては、恨みの雨となりました。 

ただ、このような時間も無駄にせず、会員同士

が研修会さながらの雰囲気で質問したり、情報交

換を行っている光景も有りました。 
お昼には周りの出店で買ってきたものを皆で

和気あいあいと食べ、趣味の話などで盛り上がっ

たのですが、降りしきる雨には勝てず、午後２時

には解散となりました。 
私を含めて特に入会してまだ日が浅い会員に

とって、支部の行事に参加するということはとて

も大切な（役に立つ）ことだと思います。例えば

相談会などにはまだ満足に答えられないことがあ

っても、先輩方の受け答えを横で聞いているだけ

で勉強になりますし、日頃あらたまっては聞きに

くいようなことも意外に気軽に質問できたりしま

す。１番はお互いに親しくなれることだと思いま

すが。 
雨のおかげで相談会としては少し残念でした

が、参加会員にとってはとても充実した支部行事

になったと思います。 
（那須支部 内田之万） 

 

【日 光】 

日日光光市市民民公公開開講講座座をを開開催催  

 １０月１３日（土）日光市今市保健福祉センタ

ーにおいて、国際協会今市ライオンズクラブ等の

ご協力をえて日光市民公開講座を実施しました。 

「愛する家族のために、生前にしておくべきこ

と・・・」等と題として・・・ 

第１部は、「相続・遺言・遺留分について」講

師は当日光支部会員で「司法書士・行政書士」の

福田滋一氏より 法定相続人と相続分・相続の

承認と放棄・遺産分割・遺言の効力と執行等につ

いて説明がありました。 

第２部は、認知症や知的障害、精神障害等判断

能力が不十分な方々を支援する「成年後見制度に

ついて」講師は、当日光支部長で「コスモス成年

後見研修修了者 法務行政書士」の福田 豊氏よ

り成年後見制度の基本理念・制度の種類・後見人

になれる人・なれない人、利用事例（後見・保佐・

補助）等について、説明がありました。 

講義終了後、個別相談を行い相談件数は１２件

ありました。 

今回の市民講座は、６５歳以上の人は現在１０

人に１人と高齢化社会のために財産の管理等に関
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心のある高齢者が多かったです。 

 参加者は７６名と予想を大幅に上回り会場の大

ホールも満杯となり大盛況でした。 

（支局長 手塚志郎） 

 

【宇都宮】 

ボボウウリリンンググ大大会会開開催催  

 １０月１３日（日）会員同士の親睦を深める目

的のイベントとして今年はボウリング大会が開催

されました。 

参加者２４名が集い、岸支部長の始球式の後、

熱戦が幕を開けました。それぞれのレーンではピ

ンの弾ける気持ちのいい音が響き始めました。ス

トライクやスペアを取った時などお互いの健闘を

称え、励ましあいながらゲームは進みました。ど

のレーンもそれぞれドラマがあった模様でした。 

ゲーム終了後は食事

をしながら表彰式とな

りました。本来なら事

務局の大塚さんが優勝

となるところでしたが、

今回はハンデのお

かげで女性陣が優

位な順位となりま

した。この結果を

踏まえ、次回は女

性陣のハンデは見

直されることになりそ

うです。 

久しぶりのスポーツ

だった会員の方も多く、

筋肉痛の心配もありま

したが、食事中も和や

かな雰囲気の中、大いに盛り上がったボウリング

大会も無事に閉幕となりました。 

たくさんの会員がご参加くださりありがとう

ございました。準備をしてくださった役員の方々

もお疲れ様でした。 

（支局長 竹島尚子） 

 

【芳 賀】 

行行政政書書士士広広報報活活動動  

毎年１０月は、行政書士広報強化月間というこ

とで、各地で広報活動や相談会が行われています。 
 芳賀支部は毎年、ホームセンターカンセキにて、

行政書士の業務を案内するチラシと、ティッシュ

を配らせていただいています。 
 おっと、プチ相談会勃発。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 午前中で配り終え、みんなで写真撮影。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 今後は、相談会にも力を入れていきますので、

みなさん、よろしくお願いします。 
 それぞれの事務所でも、随時、相談を承ってい

ます。 
 事務所へいらっしゃる場合は、できるだけ電話

予約をお願いしますね。 
（支局長 栁 知明） 
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日日本本武武道道館館とと私私  

私は、日本武道館（以下、武道館）に２５

回行ったことがあります。そのうち２回は大

学の入学式と卒業式、その他が矢沢永吉さん

のコンサートで、昭和６０年から平成１９年

までの２２年間で２３回行きました。複数回

行けた年もあれば、行けなかった（開催され

なかった）年もあります。チケットを入手す

るために昔は、２時間くらい公衆電話や友人

宅の電話からダイヤルし続け、「おかけになり

ました番号は、ただいま大変込み合っていま

すので、しばらくたってからおかけ直し下さ

い」というアナウンスに悪態をつきながら、

涙と血を流しながら（ウソ）、つながるまで耐

え続けました。 

私が、東京の大学を選んだ目的は矢沢さん

の武道館コンサートへ行くためでしたが、初

めての武道館体験は、大学の入学式でした。

その前日下見に行ったとき、地下鉄の出口か

ら地上に出たものの左右どちらが武道館方面

か検討がつかなかったこと、武道館近くの川

に人が浮かんでいたことを思い出します（大

東京は怖いところだと思いました）。その年は

結局武道館でのコンサートはなく（横浜球場

に行きました）、念願の日本武道館公演は大学

２年の冬でした。 

武道館までの坂道には独特の雰囲気があり

ます。冬の夕暮れのロマンチックな道。でも

その日は武道館が近づくにつれ、〝それらし

い人〟が増えていき、歩いている人の大半が

〝それらしい人〟になっていきます。冬なの

に肩からバスタオルをかけている大群。冬な

のに原色スーツ姿の大群。〝怪訝な顔〟や〝

怯えた顔〟を浮かべる通りすがりの日常生活

の人々（でも影では笑っていそう）。 

黄昏はいろいろなものを隠してくれます。

野外公演の陽光で〝昔からの永ちゃんファン

〟の大群を見ましたら、その高齢化に驚いた

ことがあります。もうリーゼントはできない

髪の量なのに無理やりリーゼントしている元

怖いお兄さんや場末にあるスナックのママさ

んのような派手な化粧の元怖いお姉さんたち 

 

 

 

を照らす残酷な太陽。矢沢さんのファンにも

間違いなく高齢化の波が押し寄せています

（私も含めて）。そして武道館の敷地内に入る

と「チケットあるよ～、チケット買うよ～」

とダフ屋の怖い顔のおじさんたちのやさしい

ダミ声の波状攻撃を「大丈夫で～す」とすり

抜けます。そして威風堂々とした武道館へと

到着しますと、辺り一面永ちゃんファンで埋

め尽くされています。 

最後にス・テ・キなエピソードを紹介しま

す。元格闘家の前田日明さんが自ら主宰され

ていた格闘技団体「リングス」で武道館での

興行を計画した当時の話です。当初「ケンカ

みたいな格闘技には貸せない」と許可されな

かったので、前田さん自ら乗り込み説明しや

っと認めてもらったそうです。そのとき、本

人自ら説明に来たのは２人目だと言われたの

で、それは誰かと尋ねたら、それは「矢沢永

吉さん」で、当時各地で会場拒否を受けてい

た矢沢さんが自ら説明に来たとのこと。その

後も矢沢さんは、コンサートが終わるたびに

挨拶に来られるので武道館の人は、みんな永

ちゃんのファンとのこと。これは、「かみのげ」

という格闘系雑誌での矢沢さんとの対談で前

田さんから披露された、平成１９年に通算１

００回到達した武道館公演の第１回（昭和５

２年）時の話です。 

私も武道館内のレストランで食事中、武道

館の職員と思われるおじさんたちが矢沢さん

の話を好意的にされていたのを聞いたことが

ありますが、この前田さんの話で納得した次

第です。 

（足利支部 杵渕 徹） 
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 日 予  定 時  間 主  催 

1 土 ボウリング大会・食事会  那須支部 
4 火 正副会長会 9:30~  

三役会 10:30~  
総務部会 13:30~ 総務部 

5 水 業務第５グループ会議 13:30~ 業務第５グループ

申請取次届出済証明書交付式 13:30~ 申請取次行政書

士管理委員会 
6 木 日本政策金融公庫融資制度研修会 13:30~14:30 業務第３グループ

会社設立・電子定款研修会 14:45~16:15 業務第３グループ

7 金 会計精査 13:30~ 財務経理部 
10 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 
11 火 成年後見研修会 第３回 13:30~16:40 成年後見特別委員会

実務連絡会  業務第４グループ

12 水 ＴＩＡ無料相談会 10:00~ 業務第４グループ

申請取次実務研修・事務研修兼国際業務相談事例研究定例会 13:30~15:30 業務第４グループ

業務第４グループ会議 15:30~ 業務第４グループ

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 
13 木 登録説明会 10:00~ 総務部 

宇都宮支部研修会「相談業務対応について」 13:30~15:30 宇都宮支部 
14 金 栃木県土砂条例研修会 13:30~15:00 業務第２グループ

16 日 第３回理事会   
17 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 

18 火 アサーティブ・コミュニケーション 第３回 13:00~17:00 ADR特別委員会

19 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 

23 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 

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

26 水 登録説明会 10:00~ 総務部 
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 

27 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  

髙山久 0285-53-1672） 

10:00~12:00 小山支部 

29 土 事務局年末年始休暇   
30 日 

31 月 

栃木県行政書士会カレンダー（１２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 備考 

事務連絡 H24.10.2 平成24年10月1日付の単位会別会員数について 
  

773 H24.10.2 理事会議事録の送付について   

840 H24.10.2 平成25年新年賀詞交歓会日程について（お伺い）   

事務連絡 H24.10.10 平成24年度全国研修〈10月期〉の実施に関する連絡事項   

865 H24.10.10 『申請取次業務関係設問集』の作成について   

868 H24.10.10 平成24年度コンプライアンス研修③のＤＶＤの送付について   

869 H24.10.10 
中小企業経営力強化支援法施行に伴う中小企業経営改善計画策定支

援研修について   

877 H24.10.10 平成24年度全国研修＜11月期＞の開催について   

895 H24.10.10 
平成24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）   

  H24.10.12 平成24年度 全国研修＜12月期＞ プログラム及び概要   

897 H24.10.12 
総務省発行「オンライン申請ガイドbook」（平成24年10月改定版）

の送付について   

914 H24.10.12 
総務省自治行政局外国人住民基本台帳室からの「外国人住民に係る

住民基本台帳制度」のご案内について   

920 H24.10.17 平成24年度10月分 会費納入について(お願い)   

952 H24.10.25 全国法規監察担当者会議の開催について   

954 H24.10.25 全国建設業務担当者連絡会の開催結果について   

961 H24.10.25 
交通事故関係業務実務者意見交換会のオブザーバー出席について

（お願い）   

986 H24.10.30 森林の土地の所有者届出制度市町村事務処理マニュアルについて   

989 H24.10.30 「フィリピン家族法と裁判手続に係る研修会」の開催について   

990 H24.10.30 平成24年度特別研修＜民事法＞について   

991 H24.10.30 平成24年度特別研修＜行政不服審査法＞の開催について   

992 H24.10.30 平成24年度全国研修＜12月期＞の開催について   

993 H24.10.30 中小企業庁からの事業承継パンフレットの訂正について   

 
 

正副会長の動き 

 
 

 
日 時 行 事 出席者 内 容・場 所 

10/ 3(水) 17:00～18:00 産廃業務に関する意見交換会 会長、田渕 参加：福島、埼玉、長野会 

10/ 4(木) 10:00～12:00 第４グループ会議 押野 推進事業の確認 

13:00～13:30 届出済証交付式 押野 申請取次に関する留意事項等

日行連だより 
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10/ 4(木) 13:30～15:00 申請取次行政書士向け研修会 押野 改正法施行後の現況等 

13:30～16:00 会計精査 小林 会計精査（７～９月分） 

17:30～ 福田とみかず講演会代表者会議 会長 二荒山会館 

10/ 5(金)  9:30～10:30 正副会長会 全員 事業の推進状況について 

10:30～12:00 三役会 全員 事業の推進状況について 

13:00～17:00 総務部会 会長、青木 冊子作成等について 

10/11(木) 10:30～12:00 財務経理部会 小林 会費滞納者への対応等 

13:00～ 会計監査 会長、小林 中間監査 

13:30～15:30 編集会議 押野 行とちの編集・校正等 

10/12(金) 13:00～17:20 事業承継フォーラム 会長 ニッショーホール 

10/14(日)  柔道整復師会ゴルフ 青木、田渕  

10/15(月) 13:30～15:00 一般貨物自動車運送事業研修会① 手塚  

15:00～16:00 運輸支局との業務連絡会 会長、手塚 許可申請における留意点等 

10/16(火) 18:30～ 福田とみかず後援会拡大役員会 会長、青木 アピア 

10/18(木) 17:00～19:00 国際業務実務連絡会 押野 相談事例に関する意見交換等

10/19(金) 10:30～11:30 日本政策金融公庫訪問 会長、小林 事業の連携について 

13:30～16:00 特別講演 中小企業経営改善ｾﾐﾅｰ 全員 行政書士と事業承継・再生 

10/22(月) 13:30～18:00 サーバーＷＧ 田渕 サーバー更新の詳細検討 

18:30～ さとう栄一後援会総決起集会 会長、青木 総合文化センター 

10/24(水) 14:00～ 福田とみかず後援会代表者会議 手塚 二荒山会館 

 社労部会 会長 日行連 

10/25(木)  社労部会 会長 日行連 

 西川公也氏来局 青木  

10/26(金) 13:30～14:30 第５グループ会議 小林 積み残し事業の確認 

 
 
 
 
 
 平成２４年９月２８日「出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令」等に規定す

る研修・技能実習に係る不正行為等についての見直しを行う省令が公布され、同年１１月１日から施行され

ました。 
 これに伴い、研修・技能実習に係る在留資格認定証明書交付申請等について、法務省から新しい法定書式

（在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書及び在留期間更新許可申請書）が示され、本年

１１月１日以降、地方入国管理局に対してそれらの申請を行う場合には、新しい書式を使用して申請するこ

ととなりましたので、お知らせいたします。 
 新しい法定書式等詳細につきましては、下記法務省ホームページをご確認くださいますようお願い申し上

げます。 
 日行連ホームページ内「会員ページ」においても同内容を掲載いたします。 
 

記 
 
○法務省ホームページ『研修・技能実習制度について』 

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_0.html 
 
 

出出入入国国管管理理及及びび難難民民認認定定法法施施行行規規則則等等のの一一部部をを改改正正すするる省省令令
のの施施行行ににつついいてて                  ～～日日行行連連よよりり～～  
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本年７月９日に施行された「住民基本台帳法の一部を改正する法律」（平成２１年法律第７７号）に伴い、

外国人住民の方々も住民基本台帳制度の適用対象となり、居住地の市区町村で住民票が作成されております。 
 本件につきまして、総務省自治行政局外国人住民基本台帳室より、標記周知依頼が別紙のとおりございま

したので、ご連絡いたします。 
 
＜別添文書＞ 
 ①「外国人住民に係る住民基本台帳制度のご案内」（平成２４年１０月３日付） 
 ②「外国人住民の住民基本台帳制度の案内リーフレット」 
 
※別添文書につきましては、当会ＨＰ会員専用「トピックス」に掲載しております。 
 
 
 
 
 
日行連から林野庁発出の上記資料が届きましたのでご活用下さい。 

 資料は、当会ＨＰ会員専用『各種データ』―『研修資料等』からダウンロードできます。 
 
 

 
 
 
 平成２４年９月２８日付、日行連発第８３８号にてお知らせしておりました、中小企業庁からの「事業承

継パンフレット」について内容の一部訂正の依頼がありましたので、ご連絡いたします。 
 また、中小企業庁ホームページにおいて、訂正個所が反映されたパンフレットを掲載しているとのことで

すので、伴わせてご参照ください。 
  http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/pamphlet/2012/index.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総総務務省省自自治治行行政政局局外外国国人人住住民民基基本本台台帳帳室室かかららのの「「外外国国人人住住民民
にに係係るる住住民民基基本本台台帳帳制制度度」」ののごご案案内内ににつついいてて    ～～日日行行連連よよりり～～  

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市市長長村村事事務務処処理理ママニニュュアアルル（（平平
成成２２４４年年１１００月月版版））ににつついいてて                    

中中小小企企業業庁庁かかららのの事事業業承承継継パパンンフフレレッットトのの訂訂正正ににつついいてて  
                            ～～日日行行連連よよりり～～ 

平成２４年１０月１５日

中小企業庁 財務課

 

『事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予制度』の一部訂正について 

 

中小企業庁が作成し、先般皆様のお手元にお届けいたしましたリーフレットにおいて、一部訂正が

ありますのでご連絡いたします。 

 

『事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予制度』の５ページ（（２）贈与税の納税猶予について

の手続）中の、経済産業大臣の認定の申請期限に関する記述に誤りがありました。 

 

（誤）贈与の翌年３月１５日までに、確認書を添付して申請。 

（正）贈与の翌年１月１５日までに、確認書を添付して申請。 
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建建設設業業追追加加様様式式案案内内
        ～～栃栃木木県県県県土土整整備備部部よよりり～～ 
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（平成２４年１１月８日現在 広報部調べ） 

 
県市町名 担当部署 電話番号 建設工事 

測量・建設 

コンサルタント 
物品・役務 

1 宇都宮市 理財部契約課管理グループ 028-632-2179 12/ 1～12/28  12/ 1～12/14 受付終了 

2 足利市 管財課契約検査担当 0284-20-2119 市内業者 12月中旬 
市外業者 1月上旬 

随時受付中 

3 栃木市 契約検査課 0282-21-2411 市内業者 12/10～ 1/11の予定 

市外業者  1/21～ 2/ 4の予定 

（12月上旬にＨＰ掲載予定） 

11/22～12/7の

予定 

(11月上旬にＨＰ

掲載予定) 

4 佐野市 契約検査課 0283-20-3027 1月（予定） 

5 鹿沼市 契約検査課 0289-63-2278 12月の予定（１１月中旬にＨＰ掲載予定） 

6 日光市 契約課契約係 0288-21-5134 1月下旬（予定） 

7 小山市 建設政策課(建) 

管財課物品契約係(物) 
0285-22-9323

0285-22-9325

1月の予定 

（12月頃ＨＰ掲載予定） 

(郵送)11/1～12/12

(持参)12/3～12/12

8 真岡市 契約検査係 0285-83-8145 市内業者 12/10～12/21 

市外業者  1/15～ 1/25 

9 大田原市 検査課契約係 0287-23-8189 12/ 3～12/21 

10 矢板市 総務課防災管財班 0287-43-1113 1/10～ 1/24 12/ 3～12/17 

11 那須塩原市 契約検査課 0287-62-7114 1月（予定） 

12 さくら市 財政課財産管理係 028-681-1122 12/ 3～12/28 

13 那須烏山市 総務課管財係 0287-83-1111 2/ 1～ 2/15 

14 下野市 管財課 0285-40-5553 1月中旬～2月上旬の予定（12月中にＨＰ掲載予定）

15 上三川町 総務課管財係 0285-56-9114 2/ 1～ 2/15の予定（12月頃申請書類配布予定） 

16 益子町 総務部企画課管財係 0285-72-8829 2/ 1～ 2/15の予定（ 1月よりＨＰ掲載） 

17 茂木町 建設課土木管理係(建) 

総務課庶務係(物) 

0285-63-5647

0285-63-5614

12月の予定 

（12月に申請書類配布） 

2/ 1～の予定 

（1/15よりＨＰ

掲載予定） 

18 市貝町 建設課建設係管理担当 0285-68-1117 2/ 1～ 2/28 

19 芳賀町 総務課管財係 028-677-6011 2/ 1～ 2/28の予定（1月中旬頃ＨＰ掲載予定） 

20 壬生町 総務部総務課管財係 0282-81-1809   1/ 9～ 1/22 1/23～ 2/ 5   2/ 6～ 2/19 

21 野木町 財政管理課契約管財係 0280-57-4117 1月中旬～1月下旬の予定（12月中にＨＰ掲載予定）

22 岩舟町 総務課消防管財担当 0282-55-7752 平成26年度に栃木市との合併を踏まえ現在調整中 

例年の受付期間は 2/ 1～ 2/15 

23 塩谷町 総務課管理担当 0287-45-1111 2月の予定（年末年始にＨＰ掲載予定） 

24 高根沢町 総務課管財契約担当契約係 028-675-8101 2/ 1～ 2/15（予定） 

25 那須町 総務課契約検査係 0287-72-6902 1/10～ 1/31の予定（12月上旬にＨＰ掲載予定） 

26 那珂川町 総務課管財係 0287-92-1111 1月（予定） 

27 栃木県 

 

県土整備部監理課建設業 

担当(建) 

会計局会計課物品担当(物) 

028-623-2390

 

028-623-2091

県内業者 

11/19～11/30 

県外業者 

12/ 3～12/ 7 

（電子のみ） 

※１

県内業者 

12/10～12/17 

県外業者 

12/18～12/21 

（電子のみ） 

※１

更新申請 

11/ 1～11/20 

(電子,郵送,持参)

新規申請 

11/ 1～11/16 

（持参のみ）※２

栃栃木木県県内内  市市町町別別  
平平成成２２５５・・２２６６年年度度 入入札札参参加加資資格格審審査査申申請請日日程程表表 
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注１ （建）：建設工事、測量・建設コンサルタント   （物）：物品・役務 

注２ 未定の市町については、来月以降の行政書士とちぎに掲載いたします。 

※１ 所在地を管轄する土木事務所毎に申請受付日が指定される予定です。 

※２ 申請する業種により受付日が指定されていますので、「申請の手引き」でご確認下さい。 

 
 
 
 
 
 本年１０月１日付で国土交通省大臣官房地方課より、「平成２５・２６年度定期競争参加資格審査インター

ネット一元受付の実施」について、詳細が発表されています。 
 つきましては、プレスリリース資料を別添のとおり送付いたします。 
 また、日行連会員ＨＰにも当該情報を掲載いたしますので、併せてご参照ください。 
 
＜別添資料＞ 
○「平成２５・２６年度定期競争参加資格審査インターネット一元受付の実施について」 

   （平成２４年１０月１日・国土交通省大臣官房地方課公共工事契約指導室） 
※別添資料につきましては、当会ＨＰ会員専用「トピックス」に掲載しております。 

 
 
◆国土交通省ＨＰ掲載箇所 
  http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo06_hh_000048.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【行政書士が代理人となる場合の農地法の許可申請手続きについて(宇都宮市)】 

9月１1日（火）宇都宮市農業委員会と本部役員及び支部役員とで協議した結果、栃木県農政部

と同様の取扱いをすることとなった。運用は下記のとおりである。 
 

記 
 
１ 行政書士法第１条の２における代理行為を業とする代理人が申請者の委任を受け農地法の許

可申請を行う場合、申請者の自署又は押印がないものについてもその代理人の記名及び押印があ

れば申請を受け付ける。なお、その際においても以下の書類は必須とする。 
（１） 申請者が代理人に申請手続きを委任する旨の委任状 
（２） 申請者が、代理人が作成した申請書の内容を了解した上で、その内容に従って申請に係

る事業を行う旨の確認書 
 

２ この取扱は平成２４年８月３０日以降に許可しようとするものについて適用する。 
 
※ 上記１、２については、行政書士とちぎ平成２４年９月号１３頁１４頁参照 

委任状及び確認書については、宇都宮市農業委員会ホームページ等でご確認いただけるよう

になる予定です。 
          （宇都宮支部長 岸 清美）

 

制度推進グループより 

平平 成成 ２２ ５５・・２２ ６６ 年年 度度 定定 期期 競競 争争 参参 加加 資資 格格 審審 査査 イイ ンン タタ ーー ネネ ッッ トト
一一 元元 受受 付付 のの 実実 施施 にに つつ いい てて         ～～日日行行連連よよりり～～  
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改定理由、経過措置等は、月刊日本行政６月号・７月号をご覧下さい。（日行連ＨＰより閲覧可能。） 

 

 
 

(1)会員のみへの販売となります。（補助者による購入は不可） 

(2)職務上請求書の保有冊数の上限は、会員１人につき最大２冊までです。 

(3)手元に使用済かつパンチ穴の開いていない職務上請求書(控え)がある場合、事務局による 

確認が必要です。 

 

 
 

 保有している現行様式の職務上請求書のうち、下記は無償差し替えの対象となります。 
 それ以外は有償販売となります。 

○未使用の職務上請求書 

○一部使用済の職務上請求書 

 

 
 

(1)販売開始日・場所 

 平成 24 年 12 月 3 日(月)～ 平日 午前 9 時～午後 5 時 栃木県行政書士会館 
※平成 25 年 1 月 22 日までは新様式の販売のみ。 
無償差し替えは、平成 25 年 1 月 23 日~3 月 29 日（ただし 1/23 は研修会参加者のみ） 

(2)購入時に必要なもの 

  ①購入申込書類３点「購入申込書」・「誓約書」・「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書購入受理書及び確約書」 

 ②行政書士証票 

③職  印 

④購入代金 ￥８００（１冊） 

⑤使用済の現行様式の職務上請求書（事務局確認によるパンチ穴が開いていないものすべて） 

(3)郵送による販売をご希望の場合 

 (2)項のうち、①と⑤は重要書類につき、簡易書留、レターパックプラス等、事務局が対面で 
受け取る方法でご郵送下さい。（①のみ送付の場合は、普通郵便可。）返送料は会員様のご負担 
となりますので、ご了承下さい。返送の際に代金・送料を記載した払込用紙を同封いたします。 

 
 
 

現行様式の職務上請求書を保有している会員の方へは、差し替え要領と事務局で管理している 

№を個別に同封しておりますので、ご確認下さい。 

職務上請求書の様式改正および新様式の販売について 重要 

１ ．現行様式の職務上請求書は、H25. 4. 1～ 使用できません 

２ ．職務上請求書購入の基本ルールの確認 

５ ．現行様式から新様式への無償差し替えについて 

３ ．新様式への移行パターン 

4．新様式の有償販売 

購入申込書類３点は事務局にあります。会員専用ＨＰ－
各種データ－事務局関連よりダウンロードもできます。)

今回の新様式への移行方法は、単位会ごとに異なります。  

お問い合わせは、栃木県行政書士会事務局まで。（TEL・028-635-1411） 
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～総務部より～ 

 

「平成 24 年度 栃木県と共催による研修会」開催のお知らせ 

 
栃木県と共催により毎年開催しております研修会を下記の通り開催致します。 
今年度は倫理研修として、「コンプライアンス」「他士業との業際」「職務上請求書の使用」などの

講義内容を企画しました。 
また、当日は会場で職務上請求書の現行の様式から新様式への無償差替え作業も実施致しますの

で、是非ともご参加くださいますようお願い致します。 
 
○開催日時  平成２５年１月２３日（水）１３：３０～１６：３０ 
○開催場所  栃木県教育会館 ５階 小ホール 
       (宇都宮市駒生１丁目１番６号 TEL 028－621－7177) 
○研修内容とスケジュール 

12:30 受付開始 
13:30 開会、主催者あいさつ 
13:40 倫理研修 

「職務上請求書の適正な使用について」 
「新しい職務上請求書の改正点について」 
「他士業との業際について」 
「コンプライアンスについて」 
「行政書士に対する懲戒について」 

       16:30 閉会 
○受 講 料  無料（ただし、対象は会員のみ） 
○申 込 み  下記申込み欄を事務局宛にＦＡＸしてください（締切日＝平成 25年 1月 18日(金)）。 
 

～当日の職務上請求書無償差し替えについて～ 

・希望者は、お持ちの「職務上請求書（現行の様式）」と「購入申込書」を持参してください。 
 (当日受付で「購入申込書」を記入される方は”職印”を持参してください) 
・受付で職務上請求書（現行の様式）と購入申込書をお預かりし、研修会閉会後に職務上請求 
書（新様式）をお渡しします。 

・研修会への途中からの参加、または途中で退席される場合は、差し替えに応じられません。 
・職務上請求書（現行の様式）に未使用部分が無い場合、新様式は購入となります。 
・研修会に参加されない方が会場に来られても無償差し替えには応じられません。 
・研修会に参加されない方の無償差し替えは 1 月 24 日(木)から事務局で受け付けます。 

 
                    （申込み締切り日＝1/18(金)・FAX 送信先＝028-635-1410） 

栃木県と共催による研修会「倫理研修」参加申込書 

平成   年   月   日 
 
 
 
 
支部名：                 会員名：                    
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●広報部よりお知らせ● 

土土地地利利用用関関係係業業務務取取扱扱いい行行政政書書士士名名簿簿作作成成ににつついいてて  
 この度、広報部制度推進グループでは、業務推進を図るために、土地利用関係業務取扱い行政

書士名簿を作成することとなりました（今年度中を予定）。 
 土地利用業務は広範に亘り、しかも深浅がありますので、その区分には苦慮致すところであり

ますが、以下のように区分し、ＰＲに努めたいと考えております。 
 ①設計資格者（都市計画法第３１条の規定する設計資格者） 
 ②実務経験者（都市計画法、農地法別実務経験年数等を表示） 
③研修会修了者（次の業務部第２グループ主催研修会を３回全て修了した者） 

平成 24 年 10 月 24 日（水） 土地利用研修会② 市街化調整区域の開発行為（※終了） 
平成 24 年 12 月 14 日（金） 土砂の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止条例研修会 
平成 25 年 01 月 25 日（金） 土地利用研修会③ 土地分譲の開発行為 

 ※「①設計資格者」「②実務経験者」での掲載を希望される場合は「③研修会修了者」向け研

修を受ける必要はありません。 
 その他、他の資格保有状況（土地家屋調査士・測量士・建築士・司法書士等）も掲載予定です。 
 なお、この名簿は希望者のみの掲載とし、作成した名簿は会のＨＰ等に掲載し、業務開発の啓

発活動等に利用する予定です。掲載申込の募集は対象研修会が全て終了した後となります。ご協

力をよろしくお願い致します。 

申請取次実務研修・事務研修       業務部 第４グループ主催 

○開催日時  平成２４年１２月１２日（水）１３：３０～１５：３０ 

○開催場所  栃木県行政書士会館２階 

○研修内容  申請取次事務研修会で実施された効果測定の過去問題検討等 

○講  師  栃木県行政書士会 業務部第４グループ 

○受 講 料  ５００円 

○対  象  申請取次行政書士および資格取得予定者 

○特記事項  毎月第２水曜午後に行っている、国際業務相談事例研修会と同時開催に 

なります。 

①日本政策金融公庫融資制度研修会 

②会社設立・電子定款研修会          業務部 第３グループ主催 

○開催日時 平成２４年１２月６日（木）①１３：３０～１４：３０ 

②１４：４５～１６：１５ 

○開催場所 栃木県行政書士会館２階 

○研修内容 ①日本政策金融公庫で利用できる融資制度（中小企業者、行政書士向け） 

についての研修です。 

②会社設立、電子定款に関する研修です。 

○講  師 ①日本政策金融公庫 宇都宮支店 担当者 

②行政書士 青木 裕一 

○受 講 料 ５００円 
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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 

１２／６ 
日本政策金融公庫融資制度研修会

会社設立・電子定款研修会   
500 円 12/3  － － 

１２／１２ 申請取次実務研修・事務研修 500 円 12/3  －  

１２／１４ 栃木県土砂条例研修会 500 円 12/7  － － 

１２／１８ 
アサーティブ・ 

コミュニケーション  第３回 
500 円 12/14  － － 

 

支部名  
氏 名

 

ＦＡＸ  

募 集 

アサーティブ・コミュニケーション  第３回      ADR 特別委員会主催

○開催日時 平成２４年１２月１８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 アセスメントミーティング（紛争解決手段）の 1 つに、アサーティブ・コミュ

ニケーションという手法があります。これは、自分も相手も尊重した上での自

己主張・自己表現の方法を学ぶことによって、より良い人間関係を築いていこ

うとのものです。 

メディエーション・傾聴トレーニングに続いて、アサーティブ・コミュニケー

ションを学び、更なるスキルアップを図り、ADR だけに留まらず、広く日常

業務に生かしていただければ幸いです。 
○講  師 行政書士 土方 美代 

○受 講 料 ５００円 

栃木県土砂条例研修会              業務部 第２グループ主催

○開催日時 平成２４年１２月１４日（金）１３：３０～１５：００ 

○開催場所 栃木県行政書士会館２階 

○研修内容 栃木県土砂の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

について 

○講  師 行政書士 秋葉 憲司 

○受 講 料 ５００円 

 

※この研修会は、土地利用関係業務

取扱い行政書士名簿に「研修会修了

者」として掲載を希望される場合、

受講が必須となります。 
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～成年後見特別委員会より～ 

１２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１２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。 

 ○１２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 １２月１１日（火） 法定後見制度の基礎と実務 13:30～16:40 

第４回 １２月２５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。 

 

 

 

 

前回に引き続き交通ネタで失礼します。思

えば昨年、何気なく見ていた夕方のテレビニ

ュースで、「右折を可能とする青色の矢印信号

が表示されている場合の転回（Ｕターン）は、

後続車両の進行を妨げるとして、違反になる

そうです。しかし、利便性を考えて、まもな

く道路交通法が改正されるそうです」と、言

っているのを聞いてしまったのです。なんと、

その頃私は、毎日、いえ、日に２、３度当た

り前のように青色の矢印信号でＵターンをし

ていましたし、他の車がＵターンするのも何

度も目にしていました。もう、びっくりです

よ。それからというもの、とりあえず右折を

して、適当な場所でＵターンをして左折をす

るという、とても面倒な事を繰り返し、青色

の矢印信号でＵターンをしている車を目にし

ては、「違反ですよ」とつぶやいたりしており

ました。（笑） しかし、最近になって、「そ

ういえば道路交通法の改正はどうなったのだ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ろう？」と思い出し、調べてみたらなんと、

「今年の４月から、青色の矢印信号で転回も

できる（転回が禁止されている交差点を除く）

ようになりました」との事。すっかり忘れて

いたとはいえ、７ヶ月間を無駄にしたような、

今更Ｕターンはしなくてもいいような複雑な

心境になってしまいました。こんな事で右往

左往しているのは私だけでしょうね。 

ちなみにその他にも、平成２３年９月１２

日施行の自転車道・歩道で自転車を一方通行

とする規制標識が新設される等、世の中は

日々便利になるとともに、益々規則に縛られ

ていくような気がします（これは、職業柄言

ってはいけませんね）。それはさておき、こう

いった気が付かずに法律違反をする事がない

よう常に注意を怠ってはいけない事と、法律

家の一員としても法律改正にもっと敏感にな

らなくてはと反省いたしました。 

（鹿沼支部支局長 野澤佐江子） 

 

 

 

 

 

 

 新規申出（１０月）          １名 

更新申出（１０月）          １名 

有効期限切れ（９月末）による減少   １名 

申請取次行政書士（１０月末現在）  ９６名 

栃木会の 

申請取次行政書士 

の動向 

 



 

 

－28－ 

 

【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 

 

 
足 利 H24.10.1 

H19. 6.1 

326- 

0801 
足利市有楽町 845 0284-41-2136 

群馬会  

より転入山内 達也 

 宇都宮 
H24.10.2 

321- 

0951 
宇都宮市越戸 1-7-1 028-666-8775  

佐藤 達也 

 塩 那 
H24.10.2 

321- 

0628 
那須烏山市金井 1-12-16 0287-82-8010  

中島 孝浩 

 宇都宮 
H24.10.15 

320- 

0065
宇都宮市駒生町 3351-1 028-625-6215  

吉村 潤 

【退 会】 

支 部 氏 名 退会年月日 備 考 支 部 氏 名 退会年月日 備 考 

栃 木 若林 敏雄 H24.10.15 廃 業     

【変 更】                             

支 部 氏 名 変更事項 変 更 内 容 

宇都宮 清水 正彦 事務所 宇都宮市大寛 2-1-24 ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ大寛 607 

小 山 小池 啓之 事務所 小山市乙女 3-19-27 ｽｸｳｪｱ乙女 F101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 10 月 31 日現在）

行政書士とちぎ 11 月号 №431 

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 

 

先日、長男が習い始めたカンフーで発表の

場のような機会がありました。長男も初めて

のことですが、母も初めてのことで、ドキド

キでした。とても良く晴れた空の下、堂々と

演舞する姿に目がウルウル… 

年を取ると涙腺がゆるくなって困ります。

     （広報部 竹島尚子）

 

日 時：平成２５年１月１１日（金） 

  １１:００～１３:３０ 

「平成２５年賀詞交歓会」 

 

場 所：宇都宮市上大曽町４９２－１ 

TEL ０２８-６４３-５５５５ 

    「ホテル東日本宇都宮 大和西の間」 

「平成 2５年賀詞交歓会」～開催のお知らせ～ 

※参加をご希望の方は事務局（TEL028-635-1411） 

までお問い合わせ下さい。 
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