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現執行部の綱紀委員長に就任し、早いもので任期も次回の定期総会までと、もう残りわ

ずかなものとなりました。 

 

本会の会則には、綱紀委員会は次のとおりに定められています。 

２３条 本会は、会員が法若しくはこれに基づく命令、細則その他栃木県知事の処分に

違反したとき若しくは行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったとき又

は本会の会則に違反したときは、当該会員に対し必要な処分をすることができる。 

２ 本会は、前項の処分を行うときは、あらかじめ綱紀委員会に諮問してこれを決

定しなければならない。 

 

年齢も社会経験も未熟である私が、委員長に就任し他会員の処分を決定することなど、

おこがましいことと心得ております。ただ就任したからには、最後までしっかりと務めあ

げたいと思います。幸いこれまでの在任中には大きな処分決定事項ということはありませ

んでしたが、会費の未納につきまして、綱紀委員会を開き、財務経理部と共同して長期滞

納者への指導を行いました。行いましたとは言いましても、若輩である私は、会長を始め

綱紀委員の諸先輩方や事務局に助けられ活動を行いました。会費滞納に関して一定の成果

が得られたのも、皆様のおかげです。自分自身が綱紀されました。 

残りわずかな任期となりましたが、最後までご指導ご鞭撻をお願いいたします。 

  

全全ててがが勉勉強強ににななりりままししたた  
  

  

綱綱紀紀委委員員長長  齋齋藤藤  丈丈威威  
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【那須塩原会場】 

２月２０日（水）午後２時から、那須塩原市厚

崎公民館２階大研修室において、相続・遺言・成

年後見についての市民公開講座が開催されました。

那須支部の田沼芳友会員に講師をお願いし、寒く、

強風が吹く中の約１時間３０分の講座でしたが、

２０名を超える方にお越しいただきました。身近

なテーマであり、実際に直面しやすい問題でもあ

るだけに、講座中は、メモを取るなど、来場され

た皆さんが、熱心に聞き入っていらっしゃいまし

た。 

今回は、講座についての質疑応答の時間は設け

ず、ご質問等がある場合には、講座後に設けた個

別無料相談会をご利用頂きましたが、１０件前後

のご相談がありました。ご相談の多くは、遺言と

相続手続き、相続手続きと成年後見など、いくつ

かの要素が絡み合っているケースが多く、相続問

題や相続相談と言っても、内容は千差万別で、幅

広い知識が問われる問題だと改めて感じます。ま 
 

 
 
 
 
 

た、ご相談者の中には、既に相続が発生していな

がらも、どのような手続きを行ったらよいのかが

分からず、そのままになっており、日頃から気に

なっていたという方もいらっしゃいました。専門

家に相談するにしても、ご自身が抱えている相続

問題についての専門家が分からず、広報誌で今回

の市民公開講座について知り、良いきっかけだと

思い来場されたそうです。そのようなお話しを伺

うと相続手続を行政書士が扱っているという認知

度はまだまだ低いということを痛感しました。今

後も、行政書士自体の認知度アップと共に、『相

続手続では行政書士』と連想していただけるよう

な活動を行っていく必要があることを改めて感じ

ました。      （那須支局長 冨田倫子） 

【佐野会場】 

２月２０日（水）午後１時より、佐野市文化会

館会議室にて市民公開講座が開催され、平日の昼

間にもかかわらず約２０名の方にお越しいただき

ました。 
 冒頭、須永会長の挨拶では、エンディングノー

トについてのお話があり、いざという時に備えて

緊急連絡先やかかりつけ医、延命治療についてな

どご自分の希望を記録したノートを作ることをお

勧めしていました。遺言のように法的効力を有す

るものではありませんが、今回の講演のテーマに

沿った内容に、皆さん熱心に耳を傾けていらっし

ゃいました。 
 講演は前半と後半で構成され、前半の「相続・

遺言について」は佐野支部の石田会員が、後半の

「成年後見について」は同じく佐野支部の長竹会

員が講師を務めました。 
前半は、実際の手続きの事例を挙げながら、さ 

栃木県行政書士会 

市市民民公公開開講講座座  三三会会場場同同日日開開催催  
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らには相続税の改正にも触れ、“相続”を“争族”

にしないためにはどうしたら良いのか、という話

がありました。 
また、後半は、現在３００万人を超えたとされ

る認知症の高齢者について、成年後見制度がいか

に有効であるか、そしてまだまだ周知・理解され

ていないこの制度について行政書士がいかに深く

携わることができるかについての講演がされまし

た。 

講演終了後の無料相談会では４件の相談があり

ましたが（相続・遺言・成年後見のほか、養子縁

組・贈与についてなど）来場者の方の意識の高さ

を窺い知るとともに、いずれも身近に起こりうる

問題であるだけに、我々行政書士が今後このよう

な問題を抱えた方にどのように関わっていくかが

非常に重要であると改めて感じました。行政書士

のさらなる認知度アップに尽力したいと思います。        

（佐野支局長 川田有美） 
【宇都宮会場】 

 
 
２月７日（木）佐野市あそ商工会、２月２６日

（火）上三川町商工会にて、商工会会員に対する

無料相談会を実施した。 
アベノミクスに象徴される今後の景気見通しの

明るさのごとく、清々しい天気の下、相談を受け

た。事業承継問題や、事業に関する借地権等の相

談が寄せられた。 

２月２０日（水）宇都宮市総合コミュニティー

センターにて１３時３０分より市民公開講座が開

催されました。 
「遺言・相続と成年後見制度について」昨年同

様、２部構成で「遺言・相続」講座が行われまし

た。講師も昨年と変わらず「遺言・相続」は久我

会員が務め、「成年後見について」は住吉名誉会

長が務めて下さいました。 
５０名近い方々が時間よりも早くお集まりいた

だき、用意したテーブルとイスが足りなくなるほ

どと参加者の関心の高さが伺えました。 
講座中も真剣に聞き入る参加者、わかり安く伝

えようとする講師の方々の熱意で、大変雰囲気の

いい会場となりました。 
その後の個別相談会では、相続、成年後見、遺

言といった講座に沿った相談が多く寄せられてい

ました。     （宇都宮支局長 竹島尚子） 
 
 

 

相談員は、熱心に相談者の話に聴き入り親身に

なって考え、時にはアドバイスをしていた。 
経営課題についての事業者の悩みを通じ、経営

支援専門家として今後の進むべき行政書士の姿を

垣間見る貴重な機会となった。 
（業務第３グループ 久我臣仁） 

 

商商工工会会無無料料相相談談をを実実施施 
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２月１８日（月）に業務部第５グループ主催の

研修会、「公正証書遺言の作成について」が行政

書士会館会議室において開催されました。参加者

は３６名で講師は宇都宮公証役場の森川大司公証

人にお願いしました。 
森川公証人には行政書士向けの研修会をしてい

ただきたいという無理なお願いを快くお引き受け

いただき、あらためてお礼申し上げます。 
研修会では相続人、相続財産の確定や相続放棄

などの基礎的な法律知識の説明から、具体的に相

続分の算定上問題になる事項などの注意事項など 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

細かくご説明いただきました。特に実務上、相続

人の確定には相関図を各自作成しながら理解する

ことの重要性を学ばせて頂き誠に有意義な研修会

であったと思います。 
 研修後の質問では、多くの受講生から積極的な

質問があり皆様の関心の高さを感じました。来年

度の研修会ではさらに良い企画が行われることを

期待します。 
（業務第５グループ理事 安野光宣） 

 

 
 

「「公公正正証証書書遺遺言言のの作作成成ににつついいてて」」研研修修会会  

現行様式の職務上請求書（番号の 初が「０８－」）は、平成２５年４月１日から使用できませ

ん。 
 ◆新様式販売中です。４月１日を待たずに購入日から使えます。 
  購入は会員ご本人様に限ります。 
 ◆現行様式をお持ちの方は、条件により、無償で新様式に差し替えになる場合もあります。 
  ★期限 平成２５年３月２９日（金） 
  ※詳しくは、会報をご覧下さい。 
    行政書士とちぎ１１月号 Ｐ２３ 

 【職務上請求書の様式改正および新様式の販売について】 
    行政書士とちぎ ２月号 Ｐ４ 
     【ビデオによる「倫理研修」開催のお知らせ】 
 ◆また、使用済み控え綴りの返却についてルールが変わりました。（※重要） 
  １／２４の会員トピックスをご覧下さい。 
 ◆購入の場合も、無償差し替えの場合も、「購入申込書類３点」が必要です。 
  書式は当会会員専用ホームページからダウンロードできます。 
   １）「各種データ（報酬額調査・国際業務関係・事務局関連等）」をクリック 
   ２）「事務局関連」をクリック 
   ３）「職務上請求書申込用紙.ｐｄｆ」をダウンロード 

事務局より 

職務上請求書の差し替えはお済みですか？ 
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今今 月月 のの 表表 紙紙 ：： たた めめ 池池 百百 選選   唐唐 桶桶 溜溜 （（ かか ろろ けけ のの たた めめ ））   

 
 
 
 

芳賀町は栃木県の南東部に位置し、町の中央を五行川と野元川が流れ、県内でも有数の米どころ

として知られています。代表的な特産品は梨で、町は幸水・豊水やにっこりなど美味しい梨の産地

です。また町の西部の台地は、多くの優良企業が進出する大規模な工業団地となっています。 

ここでは最近オススメの情報とこれからのイベントをご紹介します。 

 

【道の駅はが物産館オープン】 

 １月に道の駅はがに物産館がオープンしました。こ

ちらでは、県内の特産品をお買い求めいただけます。

芳賀町のコシヒカリ１００％のブランド米「芳賀のめ

ぐみ」や町内産の二条大麦と特別栽培米のコシヒカリ

を使用した本格麦焼酎「芳賀の大地」、梨ゼリーと梨

ジュース、手作りまんじゅうに手作りみそなど、芳賀

町の特産品がいろいろと並びますので、一度ご賞味く

ださい。 

【はがまるくん誕生】 

芳賀町のキャラクター「はがまるくん」です。 

次に紹介する「さくら祭り」に着ぐるみのはがまるくんが登場します

ので、ぜひ会いに来てください。 

はがまるくんは芳賀に住むほっぺたまんまるの男の子。梨頭巾をかぶっ

て、鉢巻には町章が刺繍してあるよ。稲穂の刀を背負い、たすきがけをし

た紐にはイチゴ、手には相棒のひばりん。豊かな自然を表現した緑色の着

物を着ているんだ。 

 

 

 

【４月にさくら祭りを開催します】 

芳賀工業団地に隣接するかしの森公園で、さくら

祭りを開催します。夜間は、公園内をライトアップ

します。また、工業団地の桜並木も見ものです。 

期間：４月５日（金）～１７日（水）  

１４日にイベントを開催します。はがまるくんや

とちおとめ２５が登場し、パフォーマンスや各種屋

台で大お花見会！ ホンダテストコースの見学会

も行われます。 

場所：かしの森公園 

  わがまち自 慢      ―芳 賀 町 ―   

・はがまるくんのプロフィール 
  名前：はがまるくん（男の子）  誕生日：１月１日  身長・体重：測ったことがない 
  好きな食べ物：芳賀町で採れた美味しいもの（特におにぎり・梨・イチゴが大好物！） 
  お友達：相棒のひばりん 
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 今回は、登録ホヤホヤの会員事務所へ早速おじ

ゃましちゃいました。 

氏 名 ： 坂本 佳與子（さかもとかよこ） 
事務所 ： 行政書士坂本佳與子事務所 
     宇都宮市不動前３－１－２０ 
入 会 ： 平成２５年１月１５日 
 
Ｑ：行政書士になられたのはどうしてですか？ 
「５年前に主人が突然、会社を辞めて起業すると

言い出しました。事業が軌道に乗るまで生活費が

なくなる…という状態になり、自分でなんとかし

なくては！と思ったのがきっかけです。資格を得

て、開業し自分で収入を得ようと思いました」 
 
Ｑ：すぐに行政書士の資格を取られたのですか？ 
「いいえ、初めに宅建を取得し、その後３年かか

りましたが、行政書士の資格を得られました。専

門学校で一緒に勉強をしてきた仲間がいたから、

がんばれたんだと思います。本当に仲が良くなり、

今でもいいお付き合いを続けています。 
それと、勉強に打ち込めたのは、母の介護をし

ながらだからかもしれません。介護をしていると

気持ちが塞ぐ時があります。何かに集中していな

いと気持ちの糸が切れるというか…。だから必死

になれたのかもしれません。 
今後は社労士の資格も視野に入れています。何

年かかるかわからなし、結局諦めてしまうかもし

れませんが…」 
 
Ｑ：今後、力を入れていきたい業務はあります

か？ 
「知り合いに車庫証明の仕事を勧められたことも

あり、車庫証明の仕事を主にしていきながら、自 

 
 
分に合った分野を徐々に探していこうと思ってい

ます。自分には何ができるんだろう？と毎日考え

ています。今はそんなに仕事がないので、つい考

える日々が続いています（笑） 
相続や遺言はもちろん業務として取り入れて

いきたいと思っています。あと、実は外国人に興

味があるんです。その方のむこうに広がる世界の

国が見える感じがして…子供の頃から興味があっ

たんです」 
 
 目をキラキラさせて、まるで海の向こうに広が

る世界に思いを馳せる少女のようでした（笑） 
 
Ｑ：では、話は変わりますがご趣味は何ですか？ 
「レース編みです。やっぱり集中できていいんで

す。行政書士の試験に落ちて、次の試験準備を始

めるまでの３ヶ月くらいの間に仕上げるんです。

ちょうどいい気晴らしになり、さぁまたがんばろ

うという気持ちになります」 
（ランの鉢植えの下の敷物はもちろん、坂本会員

の作品です。テーブルクロスもレース編みでした

よ。女性らしい趣味で、細かい作業も得意なよう

でうらやましいです） 
 
 坂本会員とは別の機会に知り合い、是非訪問し

ちゃおう！とすぐに思った方でした。早々に実現

できて嬉しかったです。事務所では、お菓子や果

物をたくさん用意して出迎えて下さいました。お

茶をしながらおしゃべりをしているようで、とっ

ても楽しいインタビューとなりました。 
 お昼時間も超えてのインタビューでしたが、快

く対応していただき本当にありがとうございまし

た。 
 今後のご活躍を楽しみにしております。 

（宇都宮支局長 竹島尚子） 
 

おじゃましま～す！ 会員事務所訪問コーナー 

 

栃木会の申請取次行政書士の動向 

新規申出（２月）      １名 
更新申出（２月）      １名 
有効期限切れ（１月末）による減少   

２名 
申請取次行政書士（２月末現在） 

９５名
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 真岡市では『真岡満喫！ WAKUWAKU スタ

ンプラリ～！！』が行われています。 
 特賞はブルーレイレコーダー！！ 
 １等はディズニーリゾートペアチケット、井頭

温泉チャットパレス宿泊券。 
 その他、２等、３等、特別賞と続きます。 
 スタンプラリーでこの魅力的な賞品を手にする

には、真岡市の日本一スポット７箇所のうちの３

箇所、スタンプラリー対象イベント８会場のうち

３箇所を巡り押印して抽選に応募する必要があり

ます。 
 そして、あとは、当たりますようにと、大前神

社でお参りするといいのかも。 
 宝くじでご利益があるそうですから、これくら

いのご利益は朝飯前かも知れません。 
 今回は、そのスタンプラリーの期間中、最初の

イベント、『真岡・浪漫ひな飾り』に行ってきま

した。 
 会場は久保講堂。 
 私は、久保講堂は、真岡小学校にあると聞いた

気がするのですが、図書館や真岡市青年女性会館

の近くにありました。 

 
 昭和６１年移築されていたんですね。ちょうど

私が真岡西小学校を卒業した年です。 
 久保講堂は、平成９年に県内の建造物としては

初となる、国の登録有形文化財に指定されていま

す。 
 初めて真岡小学校に建てられたのは昭和１２年

ということですので、私の両親が真岡小学校に通

っていた頃でも、すでに建築後２０年近く経って

いたんですね。 
 事業費は４万８千円と、私でも出せそうな額な

のですが、当時の公務員の初任給は７５円という

ことですから、今なら１億円以上ですね。 
 

 
 私には出せません・・・。 
 でもこれ、当時は久保家からの寄贈ということ

でした。 
 外見は当時の面影を残していると思われますが、

移築されただけあって、中に入ると、デザインそ

のものは昭和の香りを残すのでしょうが、とても

近代的な印象を受けます。 
 今回のイベントでは、そこに多くのひな人形が

飾られていました。 

 スタンプラリーを押す人も結構いて、ライバル

は多そうです。 
 

 いらっしゃる方は、年配の方が多く、カメラを

携えていた方も多かったように思います。 
 私の母も、ひな人形は好きなのですが、人形店

に入ると、店員さんが必ずやってきて「お孫さん

にですか？」とマークされて、ゆっくり人形が見

られないと嘆いていましたので、みなさんもそう

なのかも知れません。 
 みなさん、ゆっくり、じっくり、ひな人形をご

覧になっていました。 
 スタンプラリーの次のイベントは『真岡の一万

本桜まつり』で、３月下旬からの開催予定。 
 抽選のライバルを増やしたくないので、秘密に

しておけばよかったかな・・・。 
（支局長 栁 知明） 

 

支局かわら版 『真岡満喫！  
WAKUWAKU スタンプラリ～！！』 芳賀支部 
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【佐 野】 

佐佐野野支支部部  研研修修会会開開催催  

 ２月２５日（月）午後１時３０分より、佐野市

茂呂山福祉老人センターにて佐野支部の研修会が

行われました。 
第一部は「土地利用に関する都市計画法につい

て」。講師には、我々の強い希望で、佐野市都市建

設部都市計画課の係長と主査２名の計３名にお越

しいただきました。係長からは開発行為の概念や

開発許可制度の主な流れ等をご説明いただき、主

査からは時間の都合上一部ではありましたが、調

整区域や技術的基準についての詳細なお話を伺う

ことができました。 
同都市計画課には、年間およそ５００件の相談

があるそうです。地方都市で業務を行う我々にと

っても避けて通れない業務の一つであり、具体的

に開発行為を進める場合には、ほかに多数の法律

や県の定めた要綱等による規制が適用されるため、

それらを十分に確認することが必要となります。 
 
 
 
 
時代が変わると、今までの常識が１８０度変わ

ってしまうことがあります。「スポーツをしている

ときに、水を飲んではいけない」「野球の投手は、

肩を冷やすからプールに入ってはいけない」など

ということが、まことしやかに言われていた時代

がありました。ところが現代では、スポーツ時の

水分補給はもはや常識です。また、投手も試合直

後に、肩を冷やすためにアイシングをしています。

以前の常識からすれば考えられないようなことが、

今では当たり前のことになっています。過去の常

識は一体何だったんだろうと思わざるを得ません。 
いま日本のマラソン界も、一人のランナーの出

現によって、常識が破られつつあります。そのラ

ンナーとは、公務員ランナーの川内選手です。今

年２月の別府大分マラソンでは、デッドヒートの

レースを制して、見事大会新記録で優勝しました。

何とレース前日の夕食は、好物のカレーライスの

大盛２杯を平らげ、更におかわりをしようと思っ

たそうです。解説者によると、レースへの影響を 
考え、カレーのような刺激物を前日の夕食で取る

ことは、普通ではないそうです。監督もコーチ 

 
 
 
まずは都市計画課との連絡を密にすることが

重要だといえるでしょう。 
第二部は、日本政策金融公庫佐野支店の支店長

及び融資課長を迎え「融資制度及び商品説明」の

研修が行われました。 
昨年８月、本会が日本政策金融公庫宇都宮支

店・佐野支店と「中小企業等支援に関する覚書」

を締結したことを受け、各種許認可申請や資金調

達など、顧客からの専門的な相談を相互に取り次

ぎ連携し情報交換をしていこうというもので、今

後は双方の業務を理解するための勉強会や講師派

遣なども予定されています。 
 特にこれから創業しようという顧客にとっては、

資金面や許認可等の手続きに不安があるなか、こ

ういった連携チームがあれば心強いのではないで

しょうか。中小企業等の支援に行政書士が少しで

も貢献できるよう、連携強化を図っていきたいと

思います。       （支局長 川田有美） 
 
 
 
 
 

もいませんし、練習時間も限られていますから、

実業団選手とは練習環境に雲泥の差があります。

にもかかわらず、常識にとらわれない独自の練習

法を考え出し、レースで結果を出し続けています。

また、レース中に苦しくて顔が歪むような状態に

なってからの強さは抜きん出ています。レースの

たびに解説者が、「あの顔でよく持ちこたえられま

すね」「あり得ないような走りです」「今までの常

識では計れない走りです」などと半ば呆れたよう

に話していることから、マラソン関係者も唖然と

している様子がうかがえます。 
常識とは時代の変遷によって変わることもあ

れば、たった一人の人間によって覆されることも

あるようです。私達の普段の生活においても、「常

識」とされていることを鵜呑みにせず、時には疑

ってみることも必要かもしれませんね。それにし

ても、一市民ランナーが、練習環境に恵まれたエ

リート集団の実業団選手に競り勝ってしまうとこ

ろが、なんとも痛快です。 
（栃木支部支局長 白石博章） 

 

支 局 情 報 
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雪の中を 2 人は小犬のように…… 

             ｂｙ 矢沢永吉 

 私はその日、風邪で体調が悪く往復６時間弱の

道中に少し不安もありましたが、根性はねじ曲が

っていても責任感は真っ直ぐで強い私は会議に出

席するため鬼怒川温泉へ向かっていました。文無

しの私、高速道路は使えないのですべて一般道で

す。１０時３０分過ぎに足利を出発して１２時過

ぎには宇都宮市内を走っていました。空は３６０

度、青空です。その後旧今市市内を走っています

と、前方に鉛色のどんよりした雲が山にかかって

いるのが見え始めました。さらに走らせています

と、空の前半分が鉛色に後半分が青空になってき

ました。フロントガラスは鉛色でバックミラーは

青色です。さらにさらに走らせますと私は鉛色の

ドンヨリとした雲の中にいました。道中、車道の

両脇に残っていた先日の雪も、だんだん色濃くな

ってきました。鉛色の空、白い風景、そして私の

泥のような重い心。 
 午後１時前に坂道を下って、下って会場である

「ホテル」に到着する頃には小雪がフロントガラ

スに水滴を残すようになり、会議が始まる頃には、

小粒ながら当たり前のように本降りになっていま

した。審議中は、窓から雪の降り方は見ることは

できても、雪の積もり方は確認することができま

せん。チラチラ窓を見ながら（会議にも全力投球

していますよ）、雪の降り方にドキドキしながら会

議が終わるのを待ちました（もちろん会議には、

手抜きなし）。午後５時前に会議は無事終了しまし

た。否、自宅に帰るまでが出張です。「家に帰るま

でが遠足」と同じように、出張は自宅に帰れては

じめて無事終了したと言えるのです。 
 ホテルの玄関から見ますと、希望的観測よりも

しっかりとしたきれいな雪景色。玄関前の自動車

にはたっぷり雪が積もっています。私たちの自動

車は他の駐車場に移動されていますので、ホテル

のワゴン車で送ってもらいましたが、谷底にある

ようなホテルから一般道に面している駐車場への

急な坂道ではワゴン車も１度スリップしました。

ドキドキ。坂道はもう真っ白でしたが、一般道は

まだタイヤの幅で道路のアスファルトの色が見え

ています。よかった、よかった。駐車場は真っ白

でしたが何とかなるでしょう（と、自分に言いき

かせる）。しかしここでサプライズ。私たちの自動

車が止まっているのは、道に面した駐車場よりも

一段上段でワゴン車は無言のまま坂道を登ってい

きます。雪にうずもれた、健気な愛車。幸い私の

愛車の隣に駐車されていたＭ氏が親切にも車内に

完備している「雪下ろし道具」で私の愛車のフロ

ントガラスの雪を下ろしてくれた上に、いろいろ

とアドバイスもしてくれました。有り難いことで

す。感謝、感激、雨あられです。 
 さて最初の難関は、駐車場内の下り坂です。ま

ぁ、上り坂は上れないことはあっても、下り坂は

下れないことはないはずです。無事かどうかは別

として……。ソロリソロリと無事下り、一般道へ。

積もっていても凍結はしていないと信じているの

で、道に残っている２本線の上をなぞりながら走

ります。前方に有料道路との分岐点が見えてきま

した。文無しの私はこの有料道路は約１０年前に

１度使っただけですが、本日はこちらの方が安全

だと冷静に判断して、迷い無く有料道路へ向かい

ました。すぐにトンネルが見えてきました。 
 トンネルの中はアスファルト色ですが、交通量

が少ないせいかトンネルの手前は真っ白です。少

し減速しておそるおそるトンネルへ。トンネル内

は楽ちん楽ちんです。しかしこのまま足利まで通

じているはずも無く出口が見えてきました。そし

てトンネルを抜けるとそこは、雪の量が明らかに

少ない国でした。そしてすぐに料金ゲートです。

何のことはありません、有料道路というよりは、

有料トンネルです。しかし雪の量の少ない安堵感

からの喜びを隠せない私は料金所のおじさんに料

金（２５０円）をご機嫌で支払いながら「トンネ

ルの向こうとこっちでは全然違いますね！」と話

しかけました。おじさんは「そうでしょう。ここ

から先ほとんど雪は積もっていませんよ！」とお

つりと言葉を返してくれました。この言葉にも勇

気をもらいましたが、「ほとんど」の意味にもすぐ

に直面しました。ほとんど道路はアスファルト色

ですが、２、３ヵ所真っ白い場所があるのです。

今日の雪というよりは、日当たりが悪く民家もな

いために先日の雪が残っていたのかもしれません。

減速しながら、そこも慎重にクリアしました。徐々

に雪の降り方は弱くなり、やがて先程の雪は〝幻

〟だったのではと思えてくる夜空と風景になって

きました。しかし運転席から見える小さなボンネ

ットには雪が積もっています。 
 その後は通常の帰宅風景となり、７時４０分頃

に無事帰宅できました。小さなボンネットに執念

深く張り付いていた小さな雪の塊が、私の〝冒険

〟のささやかな証拠となりました。ラジオ番組で、

お母さんが幼い息子に「出かけるときは行先を教

えて！」と言ったところ、その息子「冒険に行っ

てくる」と叫びながら出かけて行きました、との

話が紹介されていました。そう、私にとってはさ

さやかな〝冒険〟だったのです。 
 

雪雪のの日日のの想想いい出出②②

（足利支部 雪のように白い肌に、 
      墨のように黒い腹  杵渕 徹） 
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 日 予  定 時  間 主  催 

2 火 会計精査 13:30~ 財務経理部 
3 水 正副会長会 9:30~  

三役会 10:30~  
総務部会 13:30~ 総務部 

4 木 財務経理部会 10:30~ 財務経理部 
会計監査 13:00~ 財務経理部 

5 金 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 
8 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 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

編集会議 13:30~ 広報部 
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 

11 木 登録説明会 10:00~ 総務部 
12 金 平成２５年度第１回理事会・幹事会  栃木県行政書士会

15 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 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 

24 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 

25 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 

28 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（４月） 

女性会員の皆様へ！ 

 
全国女性行政書士交流会が今年は埼玉県で開催されます。 
テーマは東日本大震災を通して、これからの行政書士のあるべき姿を真剣に考えようと

いうものです。 
多くの女性会員の皆様の参加をお待ちしています。 

日 時：平成２５年７月６日（土）～７日（日） 
場 所：埼玉県秩父郡長瀞町 花のおもてなし長生館 
締め切り：平成２５年４月１０日 

詳細は日本行政３月号Ｐ２４～２６をご覧下さい。 
（副会長 手塚 理恵）
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ＶＴ           正副会長の動き 
  
 
 

日 時 行 事 出席者 内 容・場 所 
2/ 1(金) 9:30～10:30 正副会長会 全員 平成25年度事業計画等 

10:30～11:00 第２回暴力団等排除対策委員会 全員 平成25年度事業計画等 

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25年度事業計画等 

2/ 4(月) 13:30～17:00 業務部第５グループ会議 小林 平成25年度事業計画等 

2/ 5(火) 13:30～15:00 会計精査 小林 12月、1月分会計精査 

2/ 6(水) 13:30～15:30 業務部第1グループ会議 手塚 平成25年度事業計画等 

13:30～ サーバーＷＧ 田渕 次期システムについて 

2/ 7(木) 13:00～16:00 佐野市あそ商工会無料相談会 会長 商工会会員向け相談会 

2/ 8(金) 10:30～12:00 広報部会 押野、田渕 平成25年度事業計画等 

13:00～ 報酬額統計調査集計作業 押野、田渕 平成24年度報酬額統計調査 

18:30～ 谷ひろゆき合同新年会 会長 ホテルニューイタヤ 

2/ 9(土) 18:00～ 2013公明党・新春政経文化懇話会 会長 ホテル東日本 

2/11(月) 11:00～ 自民党第４選挙区新春の集い 押野 真岡市グランドホテル静風 

15:00～ 福田朗氏藍綬褒章受章祝賀会 小林 ホテル東武グランデ 

2/12(火) 13:30～ 編集会議 押野 行政書士とちぎの編集・校正

9:30～17:00 第１業務部会 会長 日行連 

2/13(水) 9:30～ 第１業務部会 会長 日行連 

13:30～15:30 業務部第2グループ会議 田渕 平成25年度事業計画等 

15:30～17:00 業務部第４グループ会議 押野 平成25年度事業計画等 

2/16(土) 18:30～ 中島ひろし新春懇談会 手塚 アピア 

2/17(日) 16:00～ 自民党第３選挙区新春の集い 田渕 大田原カシマウエディングリゾート 

2/18(月) 13:30～15:00 公証人研修会 小林 公正証書遺言の作成について

2/19(火)  9:30～12:00 栃木県庁訪問（労働政策課、経営支

援課、薬務課、工業振興課） 

小林 行政書士業務について 

2/20(水) 13:30～17:00 市民公開講座 

(那須塩原、宇都宮、佐野) 

会長、押野、田渕 遺言・相続・成年後見につい

て 

2/21(木) 16:00～16：30 栃木県警交通規制課訪問 会長、手塚、小林 行政書士業務について 

18:00～ 軽自動車協会との連絡会 会長、手塚、小林 あさひ阪 

2/22(金) 10:00～13：00 新入会員オリエンテーション 須永  

14:22～ 新春交流会(茨城県行政書士会) 押野 水戸京成ホテル 

13:20～ 市民公開講座(神奈川県行政書士会) 手塚 横浜情報文化センター 

15:00～ 西川公也を囲む新春のつどい 会長 ホテル東日本 

2/24(日) 11:00～ 船田元新春の集い 会長 宇都宮グランドホテル 

15:00～ 渡辺喜美を囲む新春のつどい 手塚 ホテル東日本宇都宮 

2/26(火) 13:00～ 上三川町商工会無料相談会 小林 商工会会員向け相談会 

2/27(水) 14:00～ 中小企業庁長官表敬訪問 会長 経済産業省 

2/28(木) 13:30～17:00 社労部会 会長 日行連 
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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 

  H25.2. 4 全国研修〈１０月期〉への質問及び回答について   

1458 H25.2. 7 「申請取次届出済者」データの提出等について   

1462 H25.2. 7 東日本大震災に係るアンケート調査について（依頼）   

1464 H25.2. 7 平成２４年度２月分会費納入について（お願い）   

1484 H25.2.15 事業者等総合情報基盤（ROBINS）事業および報道発表について（お願い）   

1515 H25.2.15 各在日大使館等からの要望に係る対応について（アンケートのお願い）   

1523 H25.2.19 
平成２４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 

  

1527 H25.2.19 中小企業庁による平成２５年度下請かけこみ寺事業の公募について   

1545 H25.2.22 
平成２４年度末における登録申請書等の取り扱い及び「登録等手数料請

求書兼登録取扱交付金案内書」について 

  

1552 H25.2.22 平成２５年度申請取次関係研修会の開催について   

1567 H25.2.22 風俗営業許可申請業務マニュアルについて   

1568 H25.2.27 
中小企業庁による「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援

補助金」に係る事務局等の募集について 

  

1584 H25.2.27 成年後見制度の利用支援にあたって   

 
 
 
 
 
 
 標記の資料について、栃木県公式ホームページに掲載されておりますので、お知らせいたします。 
 
   ホーム＞産業・しごと＞商工業・企業立地＞商業の活性化＞大規模小売店舗立地法のご案内 
 
 
 
 
 
 
 
 標記の資料について、日行連会員専用ホームページに掲載されるとの連絡がありましたのでお知らせ致し

ます。 
 
 
 
 
 

日行連だより 

「大規模小売店舗立地法に関する届出の手引き」について
～業務部第２グループより～ 

風俗営業許可申請業務マニュアルについて
～業務部第１グループより～ 
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２０１３年度 経営事項審査予定表について  
～栃木県県土整備部監理課より～ 
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【退 会】 

支 部 氏 名 退会年月日 備 考 支 部 氏 名 退会年月日 備 考 

小 山 小池 啓之 H25.2.28 廃 業 佐 野 飯田 昌文 H25.2.28 廃 業 

 

【変 更】                             

支 部 氏 名 変更事項 変 更 内 容 

足 利 潮田 廣實 電話番号 0284-44-2134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        （春の交通安全県民総ぐるみ運動 栃木県版） 

 

 

  

 

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 25年 2月 28 日現在）

行政書士とちぎ３月号 №435 

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 

 桃の節句も終わり、風の香りや陽射しに
も、春の気配が日々刻々と訪れてまいりま
した。草木の芽吹きは、希望の表われとと
もに、この時期は別れの季節でもあり、学
校では卒業式のシーズンとなりました。 
 私たちも、世の変化を見据えながら、新
年度を迎える準備をしておかなければなり
ません。 
 その為にも、広報の十分な活用をお願い
いたします。 

（広報部副部長 山ノ井 一男）

 当会サーバーは今年５月頃に新サーバ

ーへの移行を予定しておりますが、移行

先のサーバーの関係上、現サーバー上に

ある各会員のメールデータ、アドレス等

の個人データはすべて移行できないこと

が判明しました。何もしないままでおく

と、これらのデータは消失してしまいま

す。 

 メールにつきましては他のアドレスに

転送しておく等、対策をお願いします。

アドレス帳につきましては画面右のサブ

メニュー「ＣＳＶファイルへエクスポー

ト」で出力することが可能です。 

 詳細な移行スケジュールにつきまして

は、決定次第お知らせしてまいります。

 

ササーーババーー移移行行にに伴伴うう  

メメーールルデデーータタ等等のの消消失失ににつついいてて  

Web グループウェアご利用中の会員へお知らせ 
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