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温温  故故  知知  新新  

  

ＡＡＤＤＲＲ特特別別委委員員会会  

副副委委員員長長  久久我我  臣臣仁仁  

理事としての任期も残すところあと４ヶ月程度となりました。諸先輩方から暖かい励み

になるお言葉をいただき何とかここまでやってまいりました。この場を借りて厚く御礼申

し上げます。 

 

私は、ＡＤＲ特別委員会および業務部第３グループにて中小企業支援を担当させてもら

っております。どちらも行政書士業務としては既存業務ではなく、新しい業務の開拓とい

う側面が強い部署といえます。もっとも、新規業務の基礎となるのは、既存業務の知識と

経験がものをいうと私は思っています。 

ＡＤＲについては、そのきっかけが小泉内閣の頃の司法制度改革において成立したＡＤ

Ｒ法に端を発していることから、見直しが迫られている状況です。一方で、中小企業支援

については産業活力再生法等に端を発しているものであり、日本のデフレ状況の中で今後

も一層重要性を増すものと思われます。 

 

どちらも、既存業務ではないという点で類似します。それでは、なぜ既存業務ではない

業務について栃木県行政書士会が担当部署を設けて取り組むのでしょうか。ご存知の通

り、行政書士業務の既存業務とされる自動車関係や建設業許可申請は、各種法律の根拠が

存在します。しかし、社会情勢は日々変化し、国民に求められる法律も次々に改正されて

行きます。それにより、既存業務は、国民から需要がなくなれば、又は法律がそもそも廃

止されれば業務として成り立たなくなるのです。したがって、これから国民が行政書士に

求めるであろう業務について情報収集さらには制度化を模索する部署が必要となるので

す。 

私としては、次々に変わっていく新法律制度について、各会員に対し、スピード感を失

わず、わかりやすく情報伝達して行けるよう努めてまいる所存です。それと同時に、「明

治時代の民法」は未だに新規業務、既存業務どちらにも解釈に重要であるということが周

知されることを期待しています。 

 

微力ではございますが、今後も何らかの形で栃木県行政書士会に貢献していきたいと思

いますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 
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去る１１月２１日・２２日の２日間、埼玉県さ

いたま市大宮パレスホテルに関東１都６県、静岡

県、山梨県、長野県、新潟県の１都１０県、関地

協連絡会代表、来賓、日行連役員等１２０名が集

い開催されました。 
日程及び協議事項は次の通り 

第１日目 
 １４：００       開会式 
 １４：４５～１７：００ 会長会 

  会長 須永 威 
            分科会 

  副会長  ５名 
第１分科会 新たな在留管理制度の取扱実務上

の留意点・問題点について 
（押野 佑） 

第２分科会 金融機関との連携（中小企業支援）

について    （小林 幸雄） 
第３分科会  広報活動の実情と今後の取組みに

ついて     （手塚 理恵） 
第４分科会 ＡＤＲ法の見直しと今後のＡＤＲ

事業の取組について（田渕 徹） 
第５分科会 受任事件の処理・引継ぎについて 
              （青木 勇夫） 
１８：００～２０：００ 懇親会 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年１１月２７日、東京入国管理局の後

援を得て、同局宇都宮出張所において「外国人無

料相談会」を開催し、本会より業務部第４Ｇの深

見史、永島正志両会員が相談員として対応した。 

本相談会は東京入管の後援の元、日行連と同関

東地方協議会が共催する「外国人を対象とした無 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第２日目 
９：００～１２：００ 全体会 
１．各分科会からの報告 
２．日行連の当面の諸問題及び事業の説明 
３．単位会の現状説明と日行連への要望等 
４．諸問題に関する意見交換 
５．閉会 

  
 時間超過での分科会の討議事項等活発に意見交

換が出来、意義深い会議となりました。 
（副会長 押野 佑） 

 
 
 
 
料相談会」事業の一環として行われたものである。

去る１０月２３日、東京入管本局において第一弾

として開催されたのを皮切りに、今回が第二弾の

開催となった。１２月１８日には第３回目の相談

会が東京本局、一部の支局及び出張所において開

催が予定されている。 

相談会当日は天候にも恵まれ、入管来庁者約９

０件のうち、２０件の相談に対応。申請書類の確

認、記載方法、添付書類の照会、在留資格更新に

関する個別相談等相談内容は多岐に渡ったが、限

られた時間の中で一応の対応は出来たものと推察

される。 

 また、相談会開催に当り、宇都宮出張所の青木

正憲所長をはじめ、同所職員の方々には様々なご

協力を頂いたことをこの場をお借りして改めて感

謝申し上げる次第である。 

（業務部第４Ｇ 永島正志） 

栃木県行政書士会 

関関東東地地方方協協議議会会連連絡絡会会にに参参加加ししてて      

東東京京入入管管宇宇都都宮宮出出張張所所ににてて無無料料相相談談会会をを開開催催  
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平成２４年度の業務部第２グループのグループ

会議・各種研修会・県との業務連絡会は、各県担

当部署の方々や第２グループ研修会担当者の多大

なご協力により事業計画のとおり順調に行われ推

移しているところであります。 

 ７月４日の栃木県 県土整備部 監理課の「建設

業許可申請研修会」に続き、８月２８日に栃木県        

環境森林部 森林整備課・廃棄物対策課による「森

林法」と「産業廃棄物」の２分野における研修会

が開催されました。さらに９月２０日には栃木県 

農政部 農政課による研修会「農地法に関する手続

きについて」が開催され、今回は栃木県 県土整備

部 都市計画課により本年度の県担当課の講師に

よる最後の研修会「都市計画法および開発行為申

請手続きについて」が１１月２８日に栃木県行政

書士会会館２Ｆにて開催されました。 

鈴木部長の開会後、栃木県 県土整備部 都市計

画課 開発指導担当 課長補佐 中村 陽一様よりご

挨拶をいただき、同主査の 野口 高広様より「開

発許可制度の概要・手引きの改訂について」の内

容をご講義いただきました。昭和３０年代半ばか 

 

 

 

平成２４年１１月１０日（土）１３：３０～１

６：００、行政書士会館において「自動車登録に

関する研修会」を行ないました。 
講師は、行政書士佐野自動車登録代行センター

長の石井治夫会員（宇都宮支部）でした。講義内

容前半は普通自動車の移転登録、抹消登録の手続、

後半は軽自動車の移転及び抹消の手続きを説明し、

入会間もない方からベテランの方まで２６名の参

加者は熱心に受講され、質疑応答の時間も充実し

ていました。 
（業務部第１Ｇ 長竹基行） 

 

らの経済成長にともなう急激な都市化により道路、

排水施設の不備等の不良市街地の形成などから開

発許可制度導入の必要性の背景や開発の定義・開

発行為に該当するか否かの判断のポイント等をわ

かり易くご説明していただきました。また、市街

化調整区域において、介護付き有料老人ホームを

建築することを認める場合の該当要件や運用上の

留意点のご説明もありました。 

 休憩後は、「開発許可の技術的基準について」

の内容を栃木県 県土整備部 都市計画課 開発指

導担当 副主幹 砂川 勉様よりご講義いただきま

した。開発行為の許可基準は、良好な市街地の形

成を図るためであり、特に道路・公園・消防水利

や排水施設・擁壁等の技術基準や申請内容が自己

業務用か自己業務用以外かなどによる違いをご説

明いただきました。 

 受講者３５名のご参加をいただき、質問も調整

池と雨水の被害に関するもの２件があり、講師担

当者よりご回答頂き終了となりました。研修会後、

県の各講師の方々と須永会長・鈴木業務部長・稲

葉業務副部長・業務部第２グループ山本・秋葉の

参加者による業務連絡会が開催され、代理権の問

題や業務全般に関する双方の意見の交換が行われ

ました。そして、今回の研修会のご協力に感謝を

申し上げ、今後も継続的にご協力をお願いし閉会

となりました。 

 第２グループでは、今後も１２月に［土砂条例

に関する］研修会と来年１月に［土地分譲の開発

許可申請］の研修会を予定しております。多くの

行政書士会員の皆様のご参加を期待申し上げます。 

（業務部第２ＧＬ 山本 護） 

 

 
 

 

都都市市計計画画法法及及びび開開発発行行為為申申請請手手続続ききににつついいててのの研研修修会会  

自自動動車車登登録録研研修修会会      
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今今 月月 のの 表表 紙紙 ：： 益益 子子 のの そそ ばば 祭祭 りり   

土 祭 市 場 の よ う す  

ひ ま わ り 畑  

コ ス モ ス 畑  

 
 
 
 
益子町は、栃木県の南東部に位置する人口約２４，０００人の町です。益子焼が有名で、益子焼

を求めて県内外から多くの人が訪れます。また、毎年たくさんのイベントが行われ、イベントの度

に町は多くの観光客で賑わいます。ここでは益子町で行われているいくつかのイベントを紹介した

いと思います。 

【 陶 器 市 】  
 陶器市は春と秋の２回行われ、春には４０～５０万

人、秋には約２０万人が訪れる一大イベントです。期

間中はたくさんの人がメインの通りである城内坂通り

周辺に集まります。 
 陶器市では、湯呑みや箸置き、お皿、コップなどの

日用雑器から、壷や花器などの美術品まで、通常価格

より安い価格で販売されています。また、地元産の農

産物なども販売され、人気を呼んでいます。 

【 土 祭 】  
土祭は町の先人に感謝し、益子で暮らす誇りを町民

の方に再認識してもらうとともに、来場される方々が

自分たちの地域の魅力を見つめ直す機会をつくること

を目的として開催されました。２００９年の土祭から、

２０１１年の前・土祭を経て行われた今年の土祭も県

内外から多くの方が訪れました。土祭では期間中、ア

ーティストの方が町内で作品展を行ったり、住民の方

が市場をひらいたりとさまざまな催しがありました。

この土祭で、益子町には焼き物以外にも多くの魅力が

あるということを感じた方も多いと思います。 

【 ひ ま わ り ・ コ ス モ ス 祭 り 】  
 益子町は花のまちづくりにも力を入れています。そのなかでも

メインとなるのはひまわり祭りとコスモス祭りです。祭り期間中

の土日には農産物の直売なども行われます。今年はどちらの祭り

も来場者が５万人を超えました。 
 ひまわり祭りは、８月中旬

ごろ益子町の上山という地区

でおこなわれます。期間中は

１１ヘクタールの土地に約２

００万本のひまわりが咲きます。 
 コスモス祭りは、１０月中旬ごろ生田目という地区でおこな

われます。こちらの広さは１５ヘクタールです。今年は、コス

モスだけでなく、赤いそばの花（高嶺ルビー）も咲いていて、

訪れる人を楽しませていました。 

 この他にも益子町ではたくさんのイベントをおこなっています。益子町は何度訪れても新たな発

見があるまちです。ぜひ一度益子町にお越しください。きっと益子町を気に入っていただけると思

います。 

  わがまち自 慢      ―益 子 町 ―   

陶 器 市 の に ぎ わ い  
ひじ さい 

な ば た め

た か ね  
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会 員 名：中島 孝浩（なかじま のりひろ） 
住  所：那須烏山市金井１丁目１２－１６ 
事務所名：中島孝浩行政書士事務所 
入 会 日：平成２４年１０月２日 
 
Ｑ：今日はご協力いただきありがとうございます。 
早速ですが、税理士を兼業でなさっている中島さ

んですが、行政書士を登録したキッカケを教えて

ください。 
 
Ａ：税理士としても仕事をしているため、建設業

などの分野においてワンストップサービスをめざ

し幅広くお客様の役に立ちたいと思い行政書士に

登録しました。 
 
Ｑ：税理士になろうと思ったのはなぜ？ 
 
Ａ：実家が質屋を営んでいてサラリーマンの概念

がなく、独立を考えたとき自分が一番向いている

と思った勉強を始めたら、ハマりました。 
 
Ｑ：まだ、入会して日も浅いとは思いますが、今

後、力を入れたい業務などはありますか？ 
 
Ａ：色んな業種の人と繋がって、建設業や相続、

助成金手続きなどお客様の利便が少しでもよくな

るために色んな業務をやってみたいと思います。 
 
Ｑ：私がお邪魔しているこちらの事務所は仮の場

所で現在ご自宅兼事務所を建築中とのことです

が、ご家族構成は？ 

 
 
Ａ：弟妹がいますが現在は両親と自分だけです。 
素敵な美魔女が多い時代ですので、年齢問わず嫁

募集中です。 
 自分の仕事を理解してくれて協力し支え合える

方に出会えるといいなと思います。 
 

Ｑ：行政書士会には美魔女がたくさんいるのでア

ピールしておきましょう。 
ご趣味は？ 
 
Ａ：スキューバーダイビングやスノーボードをや

ります。 
 スキューバーダイビングについては海中写真を

ＨＰに載せてありますので見てみてください。ス

ノーボードを始めたのは、正直、女の子にモテる

ためでしたが、一つ学んだことがあります。スノ

ーボードに誘い、よく女の子と一緒に行きました

が、モテようなんて下心を出して何人も連れて行

くとダメですね。 
 実はただの運転手になっていたようです（笑） 
これからはハートで勝負します！ 
 
Ｑ：なるほど～男心ですね。ところで、年齢を教

えてください。 
 
Ａ：３３歳です。 
 
Ｑ：私と同級生ですね。 
まだまだお互い若いですから、熱いハートでパー

トナー探しも仕事も頑張って行きましょう。 
 
ということで、那須烏山市役所付近の中島会員

の事務所におじゃましました。 
中島会員は、若々しくとても元気なオシャレさん

で、思わぬところで同級生ということで共通の友

人の話題にもなり長居してしまいました。 
また仮の事務所とはいえとても広く、隣には素

敵な新宅が建築中でした。 
出来上がったらまた是非おじゃましてみたいと思

います。 
税理士のお仕事もお忙しいようですが、より一

層、貪欲に知識と経験を積まれ、行政書士会での

ご活躍も今後期待したいと思います。 
 

（塩那支局長 植木智美） 

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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「道の駅」が観光スポットとして注目をされる

ようになって久しいですが、平成２４年９月現在、

全国には９９６、栃木県には２１もの道の駅があ

るそうです。 
 今回はその中から、佐野市にある「道の駅 ど

まんなか たぬま」を紹介します。 
 
ユニークな駅名の由来ですが、それは佐野市の

田沼地区（旧田沼町）が日本列島の中心に位置す

るから。 
田沼町から、日本の最北端である北海道宗谷岬

と最南端の鹿児島県佐多岬まで、そして東は茨城

県波崎町・西は新潟県上越市までがそれぞれ同じ

距離なのです。これは東西南北の中心にあたり、

まさに「どまんなか」というわけです。 
なるほど、こういううんちくはなんとなく人に

語ってみたくなります、よね？ 
 
北関東自動車道佐野田沼ＩＣから車で３分とい

うアクセスの良さもあり、休日等は５００台ある

駐車スペースも足りないほどの盛況ぶり。 
こちらでは、佐野の特産品はもちろんのこと、

定期的に全国各地の物産展が行われています。 
 また、バリエーションに富んだレストランのほ

か、イベントホールや貸会議室、電気自動車充電

スタンド、ちびっこ達にはミニＳＬや遊具なども

あるという至れり尽くせりなスポットです。 
 
さらに、極めつけは源泉田沼温泉を使った足湯

です。今年の春にオープンした足湯は、一度に約

３０人が利用できる特大サイズ。 
それがなんと無料で楽しめます。 
足湯は、足を温めるだけではなく、全身の血行

を良くして老廃物を押し流し、免疫力や代謝アッ

プ・そしてダイエット効果も期待できるというす

ぐれもの。ぜひおすすめです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ライブやショーなど、四季を通じてさまざまな

イベントが催されますが、目玉は夏のお化け屋敷

と冬のイルミネーションでしょう。 
 
このお化け屋敷、全国各地のお化け屋敷を手掛

けている専門の会社が製作しているだけあって、

かなり怖い（らしい）です。昔から日本に伝わる

お化けたちが絶妙なタイミングで動き出し、あま

りの怖さに途中退場者も続出とか。興味のある方

は、来年の夏にぜひどうぞ。 
 そして、冬のイルミネーション。イタリアンガ

ーデンを中心に敷地内がイルミネーションで装飾

され、レストランより眺めながら食事をすること

もできます。開催期間は１２月１日から来年の２

月２８日まで。 
 
これから冷たい風が吹く季節、温かい足湯と、

１０万個以上の電球が束の間寒さを忘れさせてく

れますよ。 
 

 
「道の駅 どまんなか たぬま」 

休 館 日：毎週水曜日・年始 

営業時間：農産物直売所 ８時～１８時 

      レストラン等 ９時３０分～１９時 

      （一部レストラン１１時～２２時） 

足湯     ９時３０分～１９時 

      イルミネーション  日没～２４時 

 

 
（支局長 川田有美） 

道の駅 どまんなか たぬま 
支局かわら版 

佐野支部 



 
 

－7－ 

 

【那 須】 

無無料料相相談談会会実実施施  

 那須支部では、１１月１７日（土）に「ゆめプ

ラザ那須」で、無料相談会を実施致しました。 

時期的に寒くなっていたことに加え、雨も降っ

ていたことが、相談者の出足に影響したのか、相

談件数は、相続対策と遺言に関するものの２件で

した。 
最近の相続に関するご相談は、遺言を含めて、

相続発生前の対策についてのご相談が増えている

ように感じます。『遺言書』の認知度が高まり、遺

言書を元気なうちから準備することに対しての抵

抗感が弱まったのでしょう。また、メディアや身

近な人から、相続を原因として親族間で争いが起

こる可能性があるという情報を得ている方も多く

なったためでしょう。相続について世間の関心が

高まることは、私たちにとっても歓迎すべきこと

ですが、同時に、相談者が、ある程度の知識を得

た上で相談に来られるケースも増えてくることが

考えられます。私たちは、その場合においても、

相談者に対して適切に対応できるよう、日々、情

報の収集や知識の習得に努め、準備しておく必要

がありそうです。 
（支局長 冨田倫子） 

 

【塩 那】 

無無料料相相談談会会開開催催  

塩那支部では、１１月３日（木）に例年どおり

“矢板市ともなりまつり”にて無料相談会を行い

ました。 
 本無料相談会は、今年で第４回目となりますが、 

行政書士の業務に関し広く一般の方に周知してい

ただき、一人でも多くの方の日常生活の不安や悩

みなどを解決するためのお手伝いをしたいという

意図から、行政書士の中でも、税務・労務・不動

産関係・高齢者問題などのスペシャリストが集結

し、相談者一人ひとりに時間制限なく個別回答し

ました。 
相談件数は、相続手続きについて１件、遺言書

作成や贈与と相続の関係性について１件ありまし

た。相談件数は少ないですが、声をかけてくれる

方も増え、毎年同じ場所で無料相談会をやること

で少しずつ行政書士の業務のＰＲができてきたと

実感しています。 

私の個人的な意見ではありますが、無料相談会

と同時にミニ公開講座もできると多くの方に足を

運んでいただけるのではないかと感じました。 
塩那支部では、今後とも社会貢献と行政書士業

務のＰＲのためにも無料相談会を続けていきたい

と思います。 
（支局長 植木智美） 

 
 
 
【宇都宮】 

暴暴力力団団等等排排除除へへ  警警察察署署訪訪問問  

 本誌１０月号にて既報の通り、栃木県行政書士

会において暴力団等排除対策委員会が設置された

のを受け、宇都宮支部では１１月２９日（木）、宇

都宮中央警察署刑事二課・宇都宮東警察署刑事二

課・宇都宮南警察署刑事課の各担当部署を支部長

岸・副支部長田代・同中山の３名で訪問し、今後

相互に連絡を取っていくことを確認した。 
（副支部長 中山和彦） 

支 局 情 報 
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土土地地にに関関すするる業業務務ににつついいてて  

 １１月１５日（木）行政書士会２階において、

土地家屋調査士でもある中山会員を講師にお招き

して、以前より土地に関する研修を行っていただ

きたいとの宇都宮支部会員の要望に応えるべく、

土地に関する業務について研修会が行われた。 

 中山先生は業務に対する姿勢から話を始められ

た。他士業との区別がつかずに相談に来られる方

がほとんどなので、他士業との業務区分に注意を

払いながらも行政書士業務以外の知識もないと、

依頼者の目的に沿った適正な処理方法が判断でき

ないと述べられた。 
 
  

 

 

 

 今日、新聞を読んでいたらサッカー選手のゴン

こと中山雅史選手の現役引退の記事が出ていまし

た。私はＪリーグが始まったころ流行の波に乗っ

て、少しサッカーにはまったことがありました。

そのころ中心となって活躍していた選手です。 

ジュビロ磐田というチームに所属していまし

た。私は同じチームの名波 浩選手が大好きで（写

真集なんかも買ったりしました）ジュビロの試合

にも応援に行っていました。 

気がつけば私が大好きな名波選手も数年前に

現役を引退し、今は解説等で活躍をしています。 

 中山選手よりも年下の選手です。中山選手や三

浦知良選手がどれだけすごい選手なのかというこ

とがわかりますね。 

 三浦知良選手はまた来年も現役を続行するそう 

です。フットサルの日本代表選手に選ばれたこと

も記憶に新しいですよね。 

 

土地業務は多種の法律との関係性を確認しな

がら業務を進めなければならない。 
難しい土地業務に関して豊富な経験の中から

実例も交え、丁寧に話して下さった。最後に質疑

応答の時間も作っていただき、２時間もあっとい

う間に過ぎて行った。 
熱弁をふるっていただいた中山会員には心よ

りお礼を申し上げたい。 
 奥が深く理解するのは難しいが今後も研修会な

どに参加し研鑽を積まなければならないと思った。

（支局長 竹島尚子） 

 

 

 

 

 

今の日本のサッカーレベルが向上したのもす

べてＪリーグ開幕が始まりですね。中山選手の引

退は時代の移り変わりを強く感じます。 

（宇都宮支局長 竹島尚子） 

 

栃木会の申請取次行政書士の動向 

 
新規申出（１１月）       ０名 
更新申出（１１月）       ４名 
有効期限切れ 
（１０月末）による減少     ２名 
申請取次行政書士 
（１１月末現在）       ９４名 
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 日 予  定 時  間 主  催 

1 火 事務局年末年始休暇   
2 水 

3 木 

4 金 宇都宮市賀詞交歓会（於：ホテル東日本宇都宮） 11:00~ 宇都宮市等 
7 月 正副会長年始挨拶回り 9:30~  

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 
総務部会 13:30~ 総務部 

8 火 成年後見特別委員会 10:30~ 成年後見特別委員会

成年後見研修会 第５回 13:30~16:10 成年後見特別委員会

9 水 ＴＩＡ無料相談会 10:00~ 業務第４グループ

国際業務相談事例研究定例会 13:30~ 業務第４グループ

業務第４グループ会議 15:00~ 業務第４グループ

足利市市民相談室 行政書類（遺言など） 

（於：足利市役所1階市民相談室） 

13:00~16:00 足利支部 

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 
10 木 登録説明会 10:00~ 総務部 

編集会議 13:30~ 広報部 
11 金 賀詞交歓会（於：ホテル東日本宇都宮 大和西の間） 11:00~13:30 総務部 
15 火 アサーティブ・コミュニケーション 第４回 13:00~17:00 ADR特別委員会

16 水 記帳・会計ソフト研修会 13:30~15:40 業務第３グループ

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 

21 月 登録説明会 10:00~ 総務部 
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 
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 

22 火 成年後見研修会 第６回 13:30~16:40 成年後見特別委員会

23 水 栃木県と共催による研修会 

（於：栃木県教育会館５階小ホール） 

13:30~16:30 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 

24 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 

25 金 土地利用研修会③ 土地分譲の開発行為 13:30~15:00 業務第２グループ

26 土 自動車登録研修会第２回「変更登録及び車庫証明」  13:30~16:00 業務第１グループ

27 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 

栃木県行政書士会カレンダー（１月） 

事務局よりお知らせ 
12/29(土)～1/3(木)は年末年始休暇となります。 
よろしくお願いします。 
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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 

1013 H24.11.5 平成24年度11月分 会費納入について（お願い） 

1018 H24.11.5 平成24年秋の叙勲記念品贈呈式について 

1020 H24.11.5 平成24年秋の叙勲受章者のお知らせ 

1021 H24.11.5 出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する省令の施行について 

1026 H24.11.7 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

1040 H24.11.9 日行連ホームページへのご意見募集について 

1041 H24.11.9 各単位会における行政書士記念日事業について 

1051 H24.11.9 日本行政書士会連合会 会長会議事録の送付について 

1057 H24.11.15 平成24年度全国研修＜10月期＞のＤＶＤの送付について 

1059 H24.11.15 

「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設

の許可事務の取扱いについて（通知）」における『中小企業診断士の診断書等』

について 

1060 H24.11.15 
自動車保有手続きに関する自販連支部との相互理解に向けた取り組みの実態調

査結果について 

事務連絡 H24.11.15 平成24年度全国研修＜11月期＞の実施に関する連絡事項 

事務連絡 H24.11.19 H24全国法規・監察担当者会議資料の事前送付について 

事務連絡 H24.11.19 
日行連ADR調停人講師養成研修トレーナーズトレーニングメーリングリスト開

設のご連絡 

1099 H24.11.19 職務上における旧氏名の使用に関する規則の一部改正について 

1100 H24.11.19 理事会の議事結果について（H24.11.14-15） 

1091 H24.11.28 行政書士関係法規集の送付及び日行連ホームページへの掲載について 

1106 H24.11.28 日行連公式キャラクター「ユキマサくん」商標登録完了のお知らせ 

1122 H24.11.28 職務上請求書（新様式）の無償差替え分の納品延期について 

事務連絡 H24.11.28 平成24年度特別研修〈行政不服審査法〉の実施に関する連絡事項 

1139 H24.11.28 平成25年 新年賀詞交歓会及び理事会の開催について 

1091 H24.11.30 行政書士関係法規集の送付及び日行連ホームページへの掲載について 

事務連絡 H24.11.30 平成24年度全国研修＜12月期＞の実施に関する連絡事項 

 
 

ＶＴ           正副会長の動き 
  
 

日 時 行 事 出席者 内 容・場 所 
11/ 1(木) 8:30～ 9:00 福田とみかず必勝祈願式 会長、青木 二荒山神社 

10:30～11:30 福田とみかず出陣式(大田原) 田渕 王冠ボウル前 

14:00～16:00 試験監督員説明会 会長  

18:30～19:30 福田とみかず出陣式(宇都宮) 押野、手塚 二荒山神社 

11/ 2(金) 13:00～13:30 試験監督本部員説明会 全員  

13:30～16:00 総務部会 全員 理事会議案について 

11/ 6(火) 12:30～15:00 金融機関訪問 小林 ゆうちょ銀行、足利銀行他

日行連だより 
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13:30～14:40 日本政策金融公庫セミナー講義 小林 中小企業支援に関わる 

行政書士業務 

11/ 7(水) 9:30～15:00 金融機関訪問 小林 烏山信組、大田原信組他 

11/ 9(金) 15:30～17:00 秋の叙勲記念品贈呈式 会長 東京プリンスホテル 

11/10(土) 13:30～17:00 自動車登録研修会 手塚  

11/11(日) 8:45～17:00 行政書士試験 全員 宇都宮大学 

11:00～ 佐藤栄一出陣式 会長、青木 護国神社 

11/12(月) 13:30～15:45 編集会議 押野 行とち11月号の編集、校正

11/13(火) 10:00～11:40 成年後見特別委員会 会長、押野 日行連 

11/14(水) 13:30～15:30 国際業務相談事例研究定例会 押野 相談事例の研究 

15:00～16:30 業務第4グループ会議 押野 入管での相談会について等

13:30～17:00 日行連理事会 会長 日行連 

18:00～ 畑光氏黄綬褒章受章祝賀会 会長 グランドアーク半蔵門 

11/15(木)  9:30～12:00 日行連理事会 会長 日行連 

13:30～17:00 第一業務社労部門会議 会長 日行連 

11/16(金) 10:00～13:00 新入会員オリエンテーション 会長  

11/17(土) 9:00～12:00 茨城会県南支部との交流会 会長、青木、手塚、田渕 行政書士業務について 

11/21(水) 14:00～20:00 日行連関地協連絡会 全員 大宮ソニックシティ 

11/22(木)  9:00～12:00 日行連関地協連絡会 全員 大宮ソニックシティ 

11/26(月) 10:00～12：00 西川公也各種団体合同の懇談会 会長、青木、押野、手塚、田渕 コンセーレ 

13:30～18：20 サーバーＷＧ 田渕 システム移行について 

14:00～15:00 自民党各種団体会議 会長、青木 護国会館 

15:30～17:00 弁護士会来局 会長、田渕 依頼事項への回答 

11/28(水) 13:30～15:00 都市計画法研修会 田渕  

15:00～16:00 県都市計画課との業務連絡会 会長、田渕 業務に関する情報交換 

11/29(木) 19:00～ 石森久嗣総決起集会 手塚 アピア 

11/30(金) 13:30～16:00 業務第１グループ会議 手塚 自動車関連業務について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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（平成２４年１２月６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 12/19～12/21  

市外業者 1/ 7～ 1/18 
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 

市外業者  1/21～ 2/ 4 

受付終了 

4 佐野市 契約検査課 0283-20-3027 市内業者 1/15～ 1/18(名称の頭文字による指定あり) 

市外業者 1/15～ 1/30 

5 鹿沼市 契約検査課 0289-63-2278 12/ 3～12/20 

6 日光市 契約課契約係 0288-21-5134  1/21～ 2/ 1 

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

市内業者 1/ 7～ 1/11 

市外業者 1/15～ 1/18 

(郵送)11/1～12/12

(持参)12/3～12/12

8 真岡市 総務課契約検査係 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  1/16～ 1/31 

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 1/15～ 1/25 1/28～ 2/ 8 

15 上三川町 総務課管財係 0285-56-9114 2/ 1～ 2/15 

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

町内業者  1/22～ 1/31の予定 

町外業者 2/ 1～ 2/12の予定 

（近日中にＨＰ掲載予定） 

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  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 

25 那須町 総務課契約検査係 0287-72-6902 1/10～ 1/31 

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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事務局よりお知らせ 

注 （建）：建設工事、測量・建設コンサルタント   （物）：物品・役務 

※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。 

 
 
 
 
 
 
東京都行政書士会より、上記資料が届きました。 

 事務局にて閲覧できます。 

 

≪ ＣＤ-Ｒ収録内容 ≫ 

・２０１２年７月版 入国・在留審査要領（第１編～第１７編） 

・違反審判規程 

・違反審判要領 

・上陸審判規程 

・上陸審判要領 

・法務省管警第１９１号 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２０１３年度版 
 「行政書士手帳」販売中 

 残部僅少ですが、２０１３年度版「行政書士手帳」
の販売をしております。 

 ２０１４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（１６９×８３ｍｍ） 

 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６８円）。 
 
 （事務局ＴＥＬ：０２８－６３５－１４１１） 
    ※売り切れの時はご容赦下さい。 
 

「「２２００１１２２年年７７月月版版  入入国国・・在在留留審審査査要要領領」」等等（（ＣＣＤＤ--ＲＲ））ににつついいてて

年男・年女の皆様へ 

 原稿依頼が届いているかと思いま

すが、締め切りは１２／２１（金）

です。新年に向けての抱負、熱い思

い、心の叫び（なるべく 
ポジティブなもの）等々、 
写真を添えてお送りくだ 
さい。お待ちしております。 

広報部からのお願い 



● 独立行政法人中小企業基盤整備機構主催 事業承継フォーラム 2012／知的資産経営フォーラム 2012 ● 
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１０月１２日、１１月１２日と続けて事業承継

フォーラム、知的資産経営フォーラムに参加しま

したので、ご報告致します。 
 知的資産経営とは、自らの強みである知的資産

を内部で把握し、それを企業の内部・外部におけ

る経営活動に活かしていく経営手法です。 
 一方で事業承継とは、現経営者から後継者へ事

業のバトンタッチを行うことですが、企業がこれ

まで培ってきた様々な財産（人・物・金・知的資

産）を上手に引き継ぐことが、承継後の経営を安

定させるために重要です。 
 上記からわかるように、事業承継のツールとし

ても知的資産経営報告書は、有用であることがお

わかりいただけることと思います。知的資産経営

報告書を使えば、形にみえる相続のみならず、中

小企業の真の資産を承継することができるという

ことです。 
 
事業承継フォーラム２０１２ 

 ～地域でつなぐ事業承継～ について 

 
 中小企業経営者、行政書士、税理士、金融機関

等々事業承継に関心のある様々な業種の参加者が

見受けられました。その内容は、あのチロルチョ

コ株式会社の代表取締役社長の松尾利彦さんの基

調講演とパネルディスカッションの２部構成と盛

りだくさんなものでした。 
 松尾さんは、チロルチョコを広めた苦労を語り、

社長が一番承継してもらいたいものは、社是であ

ると語っていました。その社是とは、クールヘッ

ドウォームハートとモラルを備えてこそ初めて実

践できるということを熱く語られていました。ま

た、承継を実現するには真の専門家をみつけるべ

きであり、その専門家と充分なコミュニケーショ

ンが必要であるとも述べられました。資格云々で

はなく、法律・会計の知識はもちろんのこと、経

営者と共に考えるクリエイティビティが専門家と

して求められていると感じました。 
 パネルディスカッションでは、多摩信用金庫の

取り組みが紹介され、現在の金融機関が忘れてい

る企業の知的資産の活用アドバイスが大変すばら

しく、他の金融機関もかくあるべきとの想いを強

くしました。具体的には、６本の柱で構成され、

①創業・ＣＢ支援、②成長支援、③不動産有効活 
 

 
 
用支援、④海外展開支援、⑤事業再生支援、⑥事

業承継支援を行っているとのことでした。 
 また、おもしろい事業承継活用事例として個人

事業主の乾物屋の「蒲原屋」さんの例が紹介され

ました。蒲原屋さんは、跡継ぎがおらず小さな店

で、一時はたたむことも考えたそうです。しかし、

自分が立ち上げた店をたたむのは忍びなく、お得

意さんのお客様の為にも店を継続したいと想いを

改め、なんと・・・跡継ぎを公募することにした

そうです。地元ＴＶにも紹介され、無事跡継ぎの

女性が選ばれたようです。 
 事業承継を成功させるのは、専門家も去ること

ながら、やはり事業主の想いが強くなければなら

ないと感じました。 
 
知的資産経営フォーラム２０１２について 

 
 本フォーラムもまた、講演とパネルディスカッ

ションの２部構成となっておりました。 
 講演は、メーカーズシャツ鎌倉株式会社の貞末

良雄社長が行われました。社長は、消費者にミー

トする為には、パラダイムシフトが必要とおっし

ゃっていました。私も、行政書士にパラダイムシ

フトが必要と思い、大変共感できました。また、

社長は、ブランドマークに惑わされず消費者には

本物を見る目を養って欲しいとのお言葉をいただ

きました。 
 パネルディスカッションでは、青花の青汁を作

っている企業や、ローカルの鉄道会社等、各社の

知的資産経営報告書作成企業により、ディスカッ

ションが行われました。ねこの駅長などおもしろ

い試みが紹介されました。 
 また、経済産業省知的財産政策室にて知的資産

経営報告書を作成してみた試みが紹介され、まず

作ってみることが大切であると実感しました。 
 
まとめ 
知的資産経営報告書や事業承継は、バブル期前

に、銀行の融資担当者が当然に行っていたことで

あり、革新的に見えますが、本来のあるべき企業

評価手法に戻ったに過ぎないと感じました。 
 

 （業務部第３Ｇ 久我臣仁） 
 

「「革革新新でであありり原原点点回回帰帰」」      
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去る１１月１日告示、同１８日投票で行われま

した栃木県知事選挙において、会を挙げて応援し

ておりました名誉会長の福田富一知事が、４６万

２２９９票という圧倒的多数の票を獲得して見事

３選を果たされました。 
今後も「チームとちぎのリーダー」としてご活

躍されることを願って止みません。 
ご当選おめでとうございました。 

（日本行政書士政治連盟栃木会 
 幹事長 青木勇夫） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 茨城会県南支部から鬼怒川温泉への研修旅行の

一環として栃木会との交流会を持ちたいとの申し

入れがあり、１１月１７日（土）に実施されまし

た。１１時に会員３１名が乗った大型バスが到着

し、さっそく当会の須永威会長の歓迎の挨拶から

始まり、井上尉央総務部員、田渕徹副会長から行

政書士を開業した経緯や営業の方法を、青木勇夫

副会長からコンプライス問題の実例が話されまし

た。昼食をはさみ県南支部からも多くの質問があ

り有意義な時間を共有でき、１４時に鬼怒川温泉

に向け出発して行きました。 
（副会長 手塚理恵） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

参議院議員であり東京都行政書士会会員でもあ

る片山さつき議員が、１１月１２日に栃木県議会

議員補欠選挙応援のため来県し、本会にも訪問し

て下さいました。 
片山議員は日本行政書士政治連盟の議員団とし

て行政書士法改正のため奮闘中です。ご尊父が宇

都宮大学名誉教授 朝長康郎教授であり栃木県と

も大変ご縁があります。今後も応援していきます

ので、ご活躍を期待しています。 
（副会長 手塚理恵） 

 

交差点 茨茨城城県県行行政政書書士士会会県県南南支支部部  

ととのの交交流流会会開開催催さされれるる  

政連だより 

片片山山ささつつきき議議員員来来訪訪  

““福福田田富富一一名名誉誉会会長長””知知事事３３選選  
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自動車登録研修会第２回「変更登録及び車庫証明」 業務部 第１グループ主催

 

○開催日時 平成２５年１月２６日（土）１３：３０～１６：００ 

○開催場所 栃木県行政書士会館２階 

○研修内容 自動車の変更登録及び車庫証明の研修会です。変更登録、車庫証明に関する一般

の方からの問い合わせがあった時には、管轄内の受講した会員へお願いすること

があります。 

○講  師 行政書士 石井 治夫 

○受 講 料 ５００円 

 

記帳・会計ソフト研修会            業務部 第３グループ主催 
 

○開催日時 平成２５年１月１６日（水）①１３：３０～１４：３０ 

②１４：４０～１５：４０ 

○開催場所 栃木県行政書士会館２階 

○研修内容 ①会計ソフトの紹介や導入方法、使用方法を説明します。会計ソフトの基礎的な

研修です。 

② ①をうけての少し応用的な研修です。 

○講  師 ①行政書士 小林 幸雄 

②行政書士 大戸 孝男 

○受 講 料 ５００円 

 

アサーティブ・コミュニケーション  第４回     ADR 特別委員会主催 

 

○開催日時 平成２５年１月１５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 
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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（※終了） 
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。 

 

 

土地利用研修会③ 土地分譲の開発行為     業務部 第２グループ主催 

 

○開催日時 平成２５年１月２５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 分譲地の開発許可について 

○講  師 行政書士 秋葉憲司 

○受 講 料 ５００円 

○テキスト 「栃木県開発許可事務の手引き（平成 24 年 4 月）」栃木県県土整備部発行を使用

します。お持ちの方は、研修会当日、忘れずにご持参ください。 

お持ちでない方は、栃木県庁県民プラザ、県内各地の県地方合同庁舎の生協売店

でご購入いただくか、栃木県のホームページからダウンロードしてご持参くださ

い。 

 

※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。 

 ただし、名簿掲載は、既に開催済の下記の研修会を含め３回すべて

修了した場合に限ります。 

10/24 土地利用研修会② 市街化調整区域の開発行為 
12/14 栃木県土砂条例研修会 
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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 

１／１５ 
アサーティブ・ 

コミュニケーション  第４回  
500 円 1/10  － － 

１／１６ 記帳・会計ソフト研修会 500 円 1/11  － － 

１／２５ 土地利用研修会    第３回 500 円 1/21  － － 

１／２６ 自動車登録研修会   第２回 500 円 1/23  － － 

２／２ 出張封印研修会     500 円 1/30  － － 

 

支部名  
氏 名

 

ＦＡＸ  

～成年後見特別委員会より～ 

１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１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。 

 ○１月の日程、内容、時間 

実施回 研修日 科目（内容） 研修時間 

第５回 １月 ８日（火） 
財産管理の実務 13:30～14:40 

身上監護の実務 14:50～16:10 

第６回 １月２２日（火） 
認知症に関する基本 13:30～15:00 

知的障がい及び精神障がいに関する基本理解 15:10～16:40 

 ※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。 

募 集 

出張封印研修会 ～ＯＳＳ中間登録に向けて～  業務部 第１グループ主催 

 

○開催日時 平成２５年２月２日（土）１０：００～１５：００ 

効果測定（希望者のみ）１５：００～１６：００ 

○開催場所 栃木県行政書士会館２階 

○研修内容 出張封印に関する研修会です。効果測定を受け、合格点に達することで出張封印

取付実務者推薦書の本会会長推薦条件の一部を満たすことになります。 

○講  師 調整中 

○受 講 料 ５００円 

※ 昼食に関しては、土曜日のため、各自ご用意下さい。 
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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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【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 

H24.11.1 
329- 

3151 
那須塩原市北和田 338 0287-65-1063  

人見 章広 

 塩 那 
H24.11.1 

324- 

0047 

大田原市美原 2-3174-37 

ｻﾝｺｰﾄ美原 100 
0287-47-5093  

星野 一明 

 宇都宮 
H24.11.1 

320- 

0013 

宇都宮市上大曽町 398-2 

ﾅｶﾊﾗ 1-101 
028-611-3141  

齋藤  保 

 宇都宮 
H24.11.15 

321- 

0954 
宇都宮市元今泉 3-23-18 028-634-7226  

澤田真由美 

 那 須 
H24.11.15 

329- 

2754 

那須塩原市西大和 4-3 

長谷川ﾊｲﾂ 103 
0287-48-6388  

室井 昭則 

 宇都宮 
H24.11.15 

321- 

0912 
宇都宮市石井町 2983-76 028-660-3850  

佐藤 敬一 

 小 山 
H24.11.15 

323- 

0820 
小山市西城南 1-15-19 0285-28-4582  

槙  好和 

【退 会】館野好美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 館野 好美 H24.5.30 死 亡 宇都宮 澤田 常男 H24.11.30 廃 業 

【変 更】                             

支 部 氏 名 変更事項 変 更 内 容 

小 山 細野 大樹 事務所 小山市大字犬塚 32-113 

宇都宮 増田 英子 電話番号 080-6531-0839 

那 須 一戸 養子 
事務所 

電話番号 

那須塩原市佐野 212-4 

0287-74-2783 

小 山 柴田  明 
事務所 

電話番号 

下野市石橋 516-13 

0285-52-2881 

 

  

 

 

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 11 月 30 日現在）

行政書士とちぎ 12 月号 №432 

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 

今年も残りわずかとなりました。年々１年が過

ぎるのが本当に早く感じられます。毎年この時期

になると、やり残したことで気が重くなるのです

が、仕方ありません。来年に回します。 

 暖冬から一転、寒い冬へと気象庁の予報が変更

されましたが、皆様お元気で新しい年をお迎えく

ださい。 

（広報部 岩本正代）
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