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壬生町は栃木県の県央南部、宇都宮市の南隣に位置し、約４万人の人口を擁する、自然災害の少

ない住みよい町です。かんぴょうや農産物ブランド「みぶの妖精」であるイチゴ、トマト、ニラな

どの栽培が盛んで、「おもちゃ博物館」「みぶハイウェーパーク 道の駅みぶ」などの観光スポッ

トや年間を通して行われる四季折々のイベントが魅力です。 
 
・壬生ふるさとまつり 

８月中旬、会場を埋め尽くす踊り手と見物人が一体となって盛り上がる

町最大規模のお祭り。「♪かんぴょう作りのあの面白さ♪」と歌われる

“かんぴょう音頭”を聞きながら踊る盆踊り「かんぴょう踊り」は壬生

町だけでしか見られません。フィナーレは打ち上げ花火で壬生町の熱い

夜を彩ります。 
 
・おもちゃ博物館 

「おもちゃのまち」という地名を持つ本町ならではの博物館。

おもちゃ博物館は、昨年３月に館内を明るくカラフルにリニュ

ーアルしました。特に人気なのは「きんぐとくぃーん」ってい

う大きなすべり台やあみあみネットがあるところ。ボールのプ

ールもあって、体を使って思いっきり遊ぶことができます。他

にも九千点ものおもちゃがびっしり展示されていたり、本物そ

っくりの鉄道模型が走っていたりしています。ゴールデンウィ

ークにも、楽しいイベント盛りだくさん、遊びに来てください。 
 
・壬雷（みらい）ちゃん 

１誕生日     １９９５年（平成７年）４月６日 おもちゃ博物館除幕式と同日 
         （おもちゃ博物館オープンは同年４月２３日） 
２年 齢     １０歳（歳はとりません。） 
３趣 味     子供を笑顔にすること 
４性 別     男の子 
５性 格     明るく、強く、優しい、子供達の味方 
６博物館での役割 各種イベントに参加し、イメージキャラクターとしておもちゃ博物館の楽しさ

をみんなに伝えている。 
７特 技     頭のアンテナで、雲・風・動物と話ができ、雷を出すことができる。 
         おへそのボタンで瞬間移動ができる。 
８今後は     壬生町以外にＰＲの場を見出し、おもちゃ博物館をアピールする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今今 月月 のの 表表 紙紙 ：： おお もも ちち ゃゃ 博博 物物 館館   

  わがまち自 慢      —壬 生 町 —   

 ボクは、壬生町おもちゃ博物館のマスコットキャラ「壬雷（みらい）

ちゃん」！ 

特技は、頭のアンテナで雲・風・動物と交信をしたり、雷を出した

り、おへそのボタンを押して瞬間移動をすること・・・っていいた

いところなんだけど、なかなかうまくいかなくて、ただいま特訓中。

ボクのお仕事は、おもちゃ博物館をたくさんのお友だちに知っても

らうこと。 

ボクは毎日たくさんのおもちゃに囲まれて幸せいっぱい。 

これからもみんなを笑顔にするために、いろいろなところに出かけ

ていくよ。 

ボクを見かけたら、元気いっぱい「みらいちゃ～ん！」って声をか

けてね！ 
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３月４日（月）、栃木県行政書士会館において、

総務部主催平成２４年度「登録事前相談会」が開

催されました。この相談会は、登録や開業を控え

た方から、開業に関する疑問や質問の問い合わせ

が多数寄せられることから、開業している行政書

士と事務局でそれらに応えていこう、という趣旨

で始められたもので、今回で４回目となります。 
 今回の参加者は１７名であり、登録手続を始め、

開業準備、開業してからの業務獲得や顧客対応、

実務の覚え方など、様々な質問が寄せられました。 
 なかでも開業後の実務に関する相談については

大きく２つの内容に分かれ、１つは顧客の開拓は

どのようにしたらよいのか、実務経験が少なくて

も積極的に営業活動をするべきなのか、報酬の決 
 
 
 
 
３月１３日（水）１３時３０分より、業務第４

グループ主催による研修会「入管業務の基礎」が

開催されました。講師は長年入管業務に精通して

いらっしゃる業務第４グループ専門部員の風間洋

会員です。 
 最初に、当研修会

は入管業務に関して

初級者に向けての講

義を目的としている

ため、まずは入管業

務に対する心構えや

モラルについて講義

されました。先人た

ちの功績による申請

取次制度の確立。し

かし、後進の行為に

よる当該制度の危機的状況。だからこそ、今後入

管業務に携わろうとする者はそれ特有のモラルを

有して業務に励む必要があることを熱弁されまし

た。 
次に、入管業務の基本法となる「出入国管理及

び難民認定法」の文理解釈に基づき、上陸許可や

上陸条件等の概要を事細かに講義されました。 
後半は、実際の申請書をもとに、申請書の作成 

 
 
 
 
 
め方や受け取り方、事務所は自宅兼用か独立した

ほうが良いのかなど、行政書士としての業務に取

り組む姿勢についてのもの、もう１つは、成年後

見に関する業務、会計記帳業務、入管業務など、

個別具体的な業務内容に関するものでした。参加

者の多くの方は、将来の開業を真剣に考え、行政

書士の業務について積極的に質疑応答に参加して

いたと思われます。 
 開業している我々先輩行政書士としても、参加

者のような初心を忘れることなく、ともに行政書

士制度発展に取り組んでいきたい、と感じた相談

会となりました。相談会に参加され、登録された

方のこれからの活躍を期待しております。 
（総務部理事 井上尉央） 

 
 
 
 
及びそれに関する注意点の解説となりました。講

義の合間には、余談として風間会員の経験談をお

話しされておりましたが、豊富な実体験に基づく

お話でしたので、初級者にとってはこれだけでも

目から鱗で、大変勉強になりました。 
 今回は研修会ということで講義中心のスタイル

となりましたが、毎月第２水曜日の午後から「国

際業務相談事例研究定例会」におきまして、実際

の事例に即した討論中心の研究会を行っておりま

す。どなたでも参加可能ですので、ご興味、ご関

心のある方はこちらにもご参加下さい。 
（宇都宮支部 金田修治） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

栃木県行政書士会 

平平成成２２４４年年度度「「登登録録事事前前相相談談会会」」開開催催  

「「入入管管業業務務のの基基礎礎」」研研修修会会  
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今月は、登録して１年、市川会員の事務所にお

じゃましました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名 ：市川 才子（いちかわ たえこ） 

事務所： 市川行政書士事務所 

     宇都宮市下栗町2301番地8 

入会日： 平成23年 7月 1日 

 

Ｑ：行政書士になった「キッカケ」は・・・ 

Ａ：義父が土地家屋調査士で、主人がその仕事 

を手伝っています。私も何か主人の仕事のお手 

伝いができないかと、考えていた時に行政書士 

の仕事を知り、試験を受けることにしました。 

テキストを購入し、家で一人で勉強をしました。 

運よく受かって現在に至っていますが、ちょう 

ど、試験の時に妊娠８カ月だったんですよ。大 

きいおなかで試験に臨み、試験も出産も無事に 

うまくいって、本当に良かったです。 

 

勉強もそうですが、体調の管理も大変な時期に 

受験されたなんてすごいですね。どちらもうま 

くいって本当に良かったですね。 

 

Ｑ：どのような業務が多いのですか。 

Ａ：義父の仕事の関係で土地がらみの仕事が多 

いです。 義父の会社の方に細かいことを教え 

ていただきながら、業務に取り組んでいます。 

 

 

 

Ｑ：今後はどんな業務に力をいれたいですか？ 

Ａ：実は、司法書士の資格を得ようと、今はま 

た勉強中なんです。 

ただ、なかなか時間が取れなくて… 

 

Ｑ：苦労なさっていることはありますか。 

Ａ：苦労というか… 

今は２歳になる長女の相手を一日中してまし 

て…。 

実際のところなかなか仕事をする態勢になっ 

ていないというのが現状なんです。 

私は鳥取県出身で、結婚を機に、宇都宮に移っ 

てきたんです。だから、子供を預けて…という 

環境になかなかできなくて。 

少しのことなら、義母に頼ったりもしているの 

ですが。 

事務所に子ども共々出勤して、仕事をしたりし 

ています。 

 

そうなんですね。小さいお子さんと四六時中、 

一緒というのはなかなか自分の時間がとれず、 

イライラすることもありますよね。 

 

Ｑ：息ぬきのための趣味なんてあるんですか？ 

Ａ：昔は書道をやっていたんです。東京に住ん 

でいた時に教えていただいていた先生が有名 

な方だったみたいで、とても楽しかったんです。 

こちらでもやりたいと思っているんですけど、 

いい教室がどこにあるのか、今、チラシ等で探 

しているところなんです。 

あとは、ネットショッピングでのお買い物です 

ね！ 

 

Ｑ：最後に今後の抱負は・・・ 

Ａ：書士会が行っているいろんな研修にも参加 

したいと思っているんです。子どもを一時保育 

に預けて、数時間でも時間を作れればと思って 

います。 

 

子育て真っ最中ながら、仕事との両立も頑張っ

ている市川会員の悩みは、私も常日頃感じてい

ることばかりです。今後の活躍に期待を込めて

エールを送りたいと思います。 

（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 
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軽トラ市 in 矢板 

☆出店者、出演者、募集中！☆ 
開催日時：５月１２日（日） 
１０：００～１４：００（雨天決行） 
場所：矢板市役所前（前新通り） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
矢板市商工会主催で軽トラ市が開催されます。

アトラクションとして、地元の小中高生によるブ

ラスバンド演奏や、地元女性たちのハワイアンダ

ンスなどが繰り広げられる予定です。 
また、シャープ製大型ＴＶやブルーレイレコー

ダ他総額１５万円の商品を含む抽選会が行われま

す。ぜひぜひ足を伸ばしてみてください。 
 
ご当地グッズ「ともなりくん」販売中！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
矢板市公式ゆるキャラ「ともなりくん」のモチ

ーフは、矢板市の初代川崎城主「塩谷朝業（しお

のやともなり）」です。 文武両道に優れた御家人

で、特に和歌に優れ、鎌倉幕府三代将軍、源実朝

に気に入られました。 
ともなりくんグッズは矢板市内の事業所他、コ

ンビニエンスストアや矢板北サービスエリアでも

絶賛販売中です。ハンドタオルやクリアファイル、

ペンケースやステッカー、スマホケースなど数十

種類のラインナップが揃えてありますので、ぜひ

「飾りたい！」「事務所で販売したい！」という

方がいらっしゃいましたら、私までお声をかけて

ください♪ 

 
旧喜連川町 

旧喜連川町（現：さくら市）の桜並木と菜の花

のコラボレーションです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜歴史・沿革 ＞ 
喜連川城の起源は、宇都宮氏一族の塩谷氏が城

を構えた事から始まり帰参と繰り返しました。ま

た、一族の内紛が続発して衰退していき小田原征

伐の際には、塩谷氏は小田原へ参陣しなかった為

に改易されました。  
小田原征伐後、名族である足利氏の断絶を惜し

んだ豊臣秀吉は、足利氏姫を小弓公方家頼純の子

である足利国朝に娶わせ（国朝の姉嶋子が秀吉の

側室で、取り成したとされる）、喜連川３５００

石を与えました。更に関ヶ原の戦い後、徳川家康

から１０００石を加増されており、喜連川藩内は、

かつての小弓公方方・古河公方方の対立などがあ

り、１６４７年（正保４年）には喜連川騒動が発

生しました。しかし、江戸時代を通じて喜連川氏

の支配は続きました。明治時代の１８７０年（明

治３年）、廃藩置県に先立って喜連川藩は封土を

新政府に奉還し、喜連川城は廃城となりました。 
＜お丸山公園＞  
廃城となった後、整備されたのがお丸山公園で

す。２０１１年３月１１日には東日本大震災によ

る被災で敷地内に７００メートルに渡る大規模な

亀裂が生じたほか、公園内の各種施設が損壊した

ため、周辺への避難勧告が出され、お丸山公園へ

の立ち入りも禁止されました。復旧の完了が２年

後の２０１３年３月の見込みであるとされる中、

震災から半年後の２０１１年９月２２日には平成

２３年台風第１５号による風雨で土塁が幅７０メ

ートル、長さ約１４０メートルの土砂崩れが発生

し、民家を巻き込む被害が生じました。こうした

中で公園自体の存廃も議論の争点となっています。 
（支局長 植木智美） 

支局かわら版 
 塩那支部 

矢板～喜連川 
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【那 須】 

無無料料相相談談会会実実施施  

 那須支部では、２月２４日（日）に西那須野公

民館で、３月１０日（日）に大田原市勤労者総合

福祉センターで、無料相談会を実施致しました。 

西那須野公民館での無料相談会時は、大変寒く、 
 
 
 

 
 
４月。季節はもう春である。入学式や入社式な

ど、新たなる世界へと挑戦するシーズンである。 
 私は、行政書士として開業し、もう４年と５カ

月ほど経過するが、いまだに様々な面で苦しみや

厳しさを味わい続けているといえる。誠にお恥ず

かしいことなのだが。 
 しかしながら、苦しさや厳しさの経験により、

自己の欠点や未熟な点を発見できるのだから、む

しろ有り難い。あとは、それを可能な限りで早く

改善するのみである。そう考えて、日々の業務を

行い、また、日常生活を送っている。 
さて、話は変わるが、「スティーブ・ジョブズ

の伝説の卒業式スピーチ」というのを皆様は御存

じであろうか。入学式のシーズンに卒業式の話は

大変申し訳ないのだが、これが実に新しいことを

始めるこのシーズンに最適だと思われるのである。 
スティーブ・ジョブズ氏と言えば、言わずと知

れたことだが、元アップル（Apple）社 CEO であ

る。１９５５年２月２４日に生まれ、２０１１年 
１０月５日にこの世を去っている。その彼が２０ 
 

雪が降っていたためか、午前中は１件のご相談で

したが、お昼を過ぎるころから相談者がお見えに

なり、合計６件の遺言・相続・成年後見に関する

ご相談がありました。 
また、大田原市での無料相談会では、遺言・相

続に関するご相談が６件、内容証明に関するご相

談が１件でした。 
相続に関しては、相続人特定等の方法や手順は

同じでもご相談の内容や状況は千差万別で、複雑

な人間関係が絡んでいることもあります。また、

場合によっては、相談者自身が問題と考えている

こととは別に、根本的な問題が隠れていることも

あります。そのため、相談を受ける際には、相談

者ご自身からお話になることだけを、受け身的に

聞いているだけでは不十分なことも多く、積極的

に『聴き出す』ことの必要さを感じました。多様

化した問題に対応するために、日々、知識を広げ

る努力も、もちろん必要ですが、相談者の話をよ

く聴き、一番の問題がどこにあるのかを見極めな

ければならないと改めて感じた無料相談会でした。 
（那須支部 冨田倫子） 

 
 
 
 

０５年６月１２日にアメリカのスタンフォード大

学の卒業式で行なったスピーチは、実は、「伝説の

卒業スピーチ」と人々から言われ、多くの人々に

これまで注目されてきた。 
 彼がスピーチで言ったのは、３つである。１つ

目は、点をつなぐことについて。２つ目は、大切

なものとそれを失うことについて。３つ目は、死

について。 
 彼のスピーチを聴いた際の私の解釈では、最も

大切なことは以下であると感じた。①今の自分が

行なっていることは将来の自分にとって役立つこ

とであると自信をもつこと。②たまらなく好きな

仕事をしっかりと見つけ、そしてその自分の仕事

を偉大な仕事であると信じ続けること。最後に、

③自分の心と直感に従う勇気を持つこと。 
 多少、理解などが誤っているかもしれぬが、私

にとってはこのように理解ができ、そして、これ

を私も取り入れていきたいと思った次第である。 
 ご興味のある方は、ぜひ、このスピーチを一度

聴いてみていただきたい。 
（小山支局長 渡邉康明） 

支 局 情 報 
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平成２４年秋の叙勲にて、行政書士としての貢

献が認められまして旭日雙光章を受章されました

松長健会員をお祝いする会が、３月３０日に足利

市内の大津栄新館で開催されました。松長会員本

人の「余り派手にしたくない」とのご意向もあり

ましたので足利市内での開催となりました。 
 特筆すべき事としましては、栃木県行政書士会

の名誉会長でもあります福田富一栃木県知事が大

変お忙しい中、開会に間に合うように、駆けつけ

て下さいました。残念ながら途中で退席されまし

たが、約１時間も一緒に松長会員の叙勲をお祝い

して下さいました。そして、来賓祝辞としてスピ

ーチをしていただいたのに、帰り際にもう１度ス

ピーチをして下さいました。これには、松長会員

と福田知事の強い絆を感じる事ができました。福

田知事の出席は、松長会員にも知らせていなかっ

たサプライズでした。 
 開会の際に松長会員と奥様に盛大な拍手の中入

場してもらう事や、松長会員夫妻と福田知事とを

囲んで出席者全員で記念撮影する事が直前に決ま

って、対応が大変な面もありましたが、結果とし

ては大成功でした。派手な会ではありませんでし

たが、心温まる素敵な会であったと思います。 
 松長会員は強面（ごめんなさい）ではあります

が、実はとても優しくてユーモアのわかる人物で

す。その事を物語るエピソードを紹介したいと思

います。数年前の足利支部定期総会終了後の親睦

会（２次会）でした。私は自分の意思とは裏腹に、

松長会員の事を急に「健（ケン）ちゃん」と呼び

始めてしまいました。しかも１度ではなく何度も

何度も、その日お開きになるまで、呼び続けまし

た。しかし、松長会員は終始笑顔で受け止めて下

さいました。数日後、『会員名簿』を見ていた私

は、さらに冷や汗をかく事になりました。松長会 

 
 
員は「健（ケン）ちゃん」ではなくて「健（タケ

シ）ちゃん」だったのです。しかしその後も、私

は親睦会のたびに「健（ケン）ちゃん」と呼んで

しまいます。これはむしろ松長会員がとても優し

くてユーモアがわかるエピソードではなくて、私

が非常識で学習能力のない人間である事を表して

いるエピソードなのかもしれませんが・・・。私

は司会を務めましたが、さすがに「松長健（タケ

シ）会員」を「松長健（ケン）会員」と言い間違

えないように、気を付けるだけの常識は残ってい

ました。その一方で、奥様から「健（ケン）ちゃ

ん」と呼ぶ事を公認していただいたりもしました

が・・・（苦笑）。 

 足利支部以外から出席していただいた皆様方、

本当にありがとうございました。発起人代表とし

て松長会員、県会事務局、会場担当者との間にな

って、ほとんど１人で準備をされた金井善久支部

長、本当にお疲れ様でした。そして、最後になり

ますが、松長健会員、本当に、本当におめでとう

ございました。でも、これは決してゴールではな

いので、引き続き栃木県会や足利支部のご指導を、

これからもよろしくお願い致します。そして、私

の度重なる（この文章も含めまして）非礼をお許

し下さると助かります（もう１度、苦笑）。 
（足利支部 杵渕 徹） 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

松松長長健健会会員員  旭旭日日雙雙光光章章受受章章祝祝賀賀会会開開催催  
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ＶＴ           正副会長の動き 
  
 
 

日 時 行 事 出席者 内 容・場 所 
3/ 1(金) 13:30～ 三役会 全員 平成25年度予算について 

16:30～18:00 常任幹事会 全員 平成25年度予算について 

3/ 3(日) 15:00～ やなせ進全県拡大役員会 小林 ホテルニューイタヤ 

3/ 4(月) 10:00～ 使用済職務上請求書の確認 青木  

13:30～ 総務部会 青木 平成25年度理事会について等

13:00～17:00 事業承継シンポジウム 会長 東京ｺﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ・品川 

3/ 5(火) 10:30～12:00 成年後見特別委員会 押野 事業の総括、効果測定の検討 

13:00～13:30 届出済証交付式 押野 入管届出済証の交付 

17:30～18:30 行政書士業務説明会 会長、小林 日本政策金融公庫 

18:00～ 片山さつき政経フォーラム 手塚  

 日 予  定 時  間 主  催 

1 水 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 

7 火 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 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

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 金 編集会議 13:30~ 広報部 

登録説明会 10:00~ 総務部 
13 月 行政書士無料相談（於：宇都宮市役所２階市民相談コーナー） 10:00~15:00 宇都宮支部 
15 水 ＫＩＦＡ無料相談会 10:00~ 業務第４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 

20 月 宇都宮市国際交流協会無料相談会 

（於：うつのみや表参道スクエア５階国際交流プラザ) 

15:00~17:00 宇都宮支部 

22 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 

23 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 

24 金 定期総会・定期大会（於：護国会館）  11:00~ 栃木県行政書士会

26 日 市民プラザ無料相談会 

（於：うつのみや表参道スクエア５階市民プラザ) 

13:00~16:00 宇都宮支部 

栃木県行政書士会カレンダー（５月） 
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3/ 6(水) 14:00～ 関地協環境業務連絡会 田渕 東京合同相談センター 

15:30～ 三士会 会長 平成25年度事業について 

3/ 9(土) 11:30～ 上野みちこ 春のつどい 会長 宇都宮グランドホテル 

18:00～ 斉藤たかあき 春のつどい 手塚 ホテルニューイタヤ 

3/11(月) 13:30～ 編集会議 押野 行とち３月号の編集、校正 

3/12(火) 14:00～ 中小企業経営改善セミナー 会長 とちぎ福祉プラザ 

3/13(水) 15:00～17:00 業務部第４グループ会議 押野  

17:00～ 栃木県弁護士会との業務連絡会 押野  

3/18(月) 14:00～17:00 関地協会長会 会長 東京合同相談センター 

3/19(火) 11:00～12:00 申請取次管理委員会 押野 平成25年度の取組について 

3/22(金) 14:00～17:00 業務部全体会議 全員 平成24年度事業の総括 

3/23(土) 10:00～ 民主党栃木県連定期大会 青木 宇都宮グランドホテル 

3/26(火) 18:00～ 茂木敏充在職20周年記念祝賀会 会長、青木 第一ホテル東京 

3/29(金) 18:30～ 福田とみかず後援会緊急拡大役

員会 

会長、青木 護国会館 

3/30(土) 17:00～ 松長健氏旭日双光章受章祝賀会 会長、青木、押野、

手塚、小林 

大津栄 新館 

 
  
 
 
 
 
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

1616 H25.3. 5 出張封印に係る甲種受託者との確認書締結状況の調査について（依頼）   

1619 H25.3. 5 平成 25年度総務大臣表彰受賞候補者の推薦について   

1621 H25.3. 7 平成 24年度 3月分会費納入について(お願い）   

1659 H25.3.11 平成 24年度全国研修〈2月期〉のＤＶＤの送付について   

1650 H25.3.11 
総務省による申請手続に係る国民負担の軽減等に関する実態調査結果

報告書（東日本大震災関連）について（お知らせ）   

1662 H25.3.11 平成 24年度司法研修の助成金と法定業務研修の補助金の支給について   

1663 H25.3.11 平成 24年度法定業務研修テキスト使用料について   

1666 H25.3.13 
奈良県における自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)開始

について   

1667 H25.3.13 

自動車保有関係手続きのワンストップサービス申請に係る「まとめ払

い」・「一括利用」の新規利用及び更新を希望する会員の取りまとめに

ついて（お願い）   

1681 H25.3.13 
平成 24年補正予算リーフレットと平成25年度税制改正（事業承継税制

改正）PRチラシの送付について   

1682 H25.3.13 中小企業金融円滑化法の期限到来後の対応について   

1685 H25.3.13 外国人住民に係る住民基本台帳制度について   

1692 H25.3.19 理事会議事録の送付について   

日行連だより 
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1700 H25.3.19 
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改

正する政令（平成25年政令第 29号）について   

  H25.3.22 登録手数料請求書兼登録取扱交付金について（お願い）   

  H25.3.22 行政書士会館の分煙措置について（ご連絡）   

1735 H25.3.25 
日行連自動車登録OSSセンター構想による看板設置への協力について

（依頼）   

事務連絡 H25.3.29 申請取次業務関係設問集について   

1738 H25.3.29 法定業務研修の新刊テキストについて   

1741 H25.3.29 「行政書士のための知的資産業務Q&A」の送付について   

1742 H25.3.29 『「自賠責請求」の実務』改訂版の刊行について   

1743 H25.3.29 
日行連発第 1735 号文書による日行連自動車登録OSSセンター支所看板

設置依頼について   

1749 H25.3.29 
自動車保管場所証明（車庫証明）手続の簡素化－行政苦情救済推進会議

の意見を踏まえたあっせん－について   

1752 H25.3.29 
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   

1760 H25.3.29 職務上請求書の紛失・盗難等の報告について（お願い）   

1763 H25.3.29 「知的資産業務一覧」及び「知的資産契約マニュアル」の送付について   

1768 H25.3.29 改訂版「行政書士マニュアル」（第三版）のデータの送付について   

1769 H25.3.29 

種苗法施行規則の一部を改正する省令及び平成20年農林水産省告示第

534号（種苗法第2条第 7項の規定に基づく重要な形質を定める件）の

一部を改正する告示の施行について（周知依頼）   

 
 
 
 
 
 中小企業庁より、中小企業関係施策に係る下記の資料が送付されました。当会ＨＰ会員専用「トピ

ックス」に掲載しておりますので、行政書士による中小企業支援にご活用ください。 
 詳細につきましては、中小企業庁ホームページ（http://www.chusho.meti.go.jp/）をご参考くださ

い。 
  ・経営支援部経営支援課より 「平成２４年補正予算リーフレット」 
  ・事業環境部財務課より   「平成２５年度税制改正（事業承継税制改正）ＰＲチラシ」 
  
 
 
 
 今般、金融庁より、中小企業金融円滑化法の期限到来後の対応について周知依頼がありましたので、

別添のとおりお知らせいたします。 
 期限到来後においても、金融検査・監督の方針等に変更は生じないことを改めて確認したものです。 
 ※日行連会員ホームページにおいても同内容を掲載いたします。 
 
【別添資料】 
 ○中小企業金融円滑化法の期限到来後の方針について 
 ※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。 
 

平成２４年補正予算リーフレットと平成２５年度税制改正（事業 
承継税制改正）ＰＲチラシの送付について～業務部第３グループより～

中小企業金融円滑化法の期限到来後の対応について 
～日行連より～
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 足利市では、平成２５年４月１日から登録型本人通知制度が実施されます。 
 詳細につきましては、足利市ホームページをご覧ください。 
 
 
 
 
 
 警察庁より、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第

２０条第８項及び第４３条における遊技機の認定等に係る手数料の標準を改めることとした政令が平

成２５年２月６日に公布され、平成２５年４月１日から施行されますので、お知らせいたします。 
 なお、当該情報については、日行連会員ホームページにも掲載をしております。 
 

記 
 
＜別 添＞ 
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成２５年政令第

２９号）について  
 ・要綱 
 ・本文、理由 
 ・新旧対照表 
 ・参照条文 
 
※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。 
 
 
 

 
 
 このたび、平成２５年地価公示につきまして国土交通省から、平成２５年３月２２日付けで公表さ

れました。 
 つきましては、下記の資料を送付しますので、業務等の参考としてください。 
 

記 
 
１ 平成２５年地価公示のあらまし（地価公示価格一覧（栃木県分）を含む） 
  ※地価公示価格一覧（栃木県分）は、国土交通省提供資料から本県分を抜粋して作成したもので

す。 
 
２ その他 
  上記資料につきましては、栃木県のホームページに掲載（印刷可）しています。 
  （ダウンロード手順） 
   栃木県 http://www.pref.tochigi.lg.jp/ より  
   トップページの「テーマから探す」「くらし・環境」「土地」→「地価」→「地価公示結果」 
 

【足利市】登録型本人通知制度の実施について

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改
正する政令（平成２５年政令第２９号）について   ～日行連より～ 

平成２５年地価公示結果に係る資料の送付について 
～栃木県総合政策部地域振興課より～
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 標記の件について、茂木町における農地法第３条第２項第５号に規定する別段面積を下記のとおり

設定しましたので通知します。 
 

 
 
 
 
 
 
 平成２４年８月２４日付で、総務省行政評価局が警察庁に対して実施した自動車保管場所証明（車

庫証明）手続きの簡素化のあっせんについて、平成２４年１２月２６日付で警察庁回答を受領したと

して、措置状況が公表されましたのでお知らせいたします。 
 別添のとおり資料を送付いたします。 
 なお、当該あっせんに係る情報は総務省ホームページでもご確認いただけますのでご参考ください。 
 
＜別 添＞ 
「自動車保管場所証明（車庫証明）手続の簡素化」 
 ・概要 
 ・あっせん 
 ・措置状況 
※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。 
 
＜参 考＞ 
「行政苦情救済推進会議の検討結果を踏まえたあっせん事例」（総務省ホームページ） 
 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/soudan_a.htm 
 
 
 

【茂木町】農地法第３条第２項第５号に規定する別段面積
の設定について        ～茂木町農業委員会より～ 

茂農委告示第４号 
 
農地法第３条第２項第５号の規定による別段の面積を次のように定め、平成２５年３月２１

日より適用する。 
 
  平成２５年３月２１日 
 
                      茂木町農業委員会長  清宮 光麿 
 
 

別段の面積 別段の面積を定めた区域 

３０アール 茂木町の区域の全域 

自動車保管場所証明（車庫証明）手続の簡素化―行政苦情救済推進
会議の意見を踏まえたあっせん―について   ～日行連より～ 
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平成２４年度の報酬額統計調査報告書が完成しました。当会ＨＰ会員専用「各種データ」よりご覧

いただけます。調査へのご協力ありがとうございました。 
なお、印刷したもの（要実費）をご希望の方は事務局までお問い合わせ下さい。 

 
 

 
 
 
 今般、農林水産省食料産業局新事業創出課種苗審査室より、別添のとおり通知がありましたのでお

知らせいたします。 
 いずれも平成２５年４月１日付けで施行となります。 
○別添資料 
「種苗法施行規則の一部を改正する省令及び平成２０年農林水産省告示第５３４号（種苗法第２条第

７項の規定に基づく重要な形質を定める件）の一部を改正する告示の施行について（通知）」（平成

２５年３月２５日付「２４食産第６０４８号」） 
※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。 
 
 
 
 
 
平成２５年度も「中小企業相談支援事業」を受託致しました。 
つきましては、中小企業の経営労務に関する相談員等を募集いたします。 
詳細につきましては、同封のチラシもしくは当会ＨＰ会員専用「トピックス」掲載のファイルをご

参照下さい。 
 
 
 
 
 
 岩舟町では、無秩序な農地の開発を制限することにより優良な農地を守るため、法律に基づき農業

振興整備計画を定めています。 
 通常、３月、７月、１１月末に農用地区域からの除外の申し出を受け付けていますが、栃木市との

合併に伴い、「平成２５年７月末」を最後に農用地区域からの除外の申し出を受け付け出来なくなり

ますので、ご注意願います。      問い合わせ：岩舟町経済課農政担当 TEL 0282-55-7764 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 24 年度の報酬額統計調査報告書について
   ～広報部より～

種苗法施行規則の一部を改正する省令及び平成２０年農林水産省告示第５３４号（種苗法第２条第７項の

規定に基づく重要な形質を定める件）の一部を改正する告示の施行について     ～日行連より～ 

平成 25 年度「中小企業相談支援事業」相談員等の公募について
  ～業務部第３グループより～

【岩舟町】農用地利用変更申出（農振除外）の凍結について 
  ～岩舟町経済課より～

栃木会の申請取次行政書士の動向 

 
新規申出（３月）           ０名 
更新申出（３月）           １名 
有効期限切れ（２月末）による減少   １名 
申請取次行政書士（３月末現在）   ９４名 
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 平成２５年４月１日より、申請者の負担減を図る目的などから、開発行為指導要綱の改正を行いま

した。 
記 

 
改正の概要：申請図書の提出部数等の変更（要綱第４条第３項第２号及び第３号） 

       申請図書の明確化（別表） 
       完了検査後の改善措置報告書の変更（株式第１２号） 
 
※詳細につきましては、当会ＨＰ会員専用「トピックス」掲載のファイルをご参照下さい。 
 
 
 
 
 平成２５年３月２９日付で国土交通省土地・建設産業局より、「適正な価格による工事発注につい

て」周知依頼がありました。 
 
＜別添資料＞ 
○「適正な価格による工事発注について」（平成２５年３月２９日・国土入企第３８号）  
※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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

【岩舟町】農用地利用変更申出（農振除外）の凍結について 
  ～岩舟町経済課より～

【大田原市】開発行為指導要綱の改正について
  ～大田原市建設部都市計画課より～

適正な価格による工事発注について（お願い）
  ～日行連より～

｢行政書士制度を片山さつきと語ろう会｣開催される 

総務大臣政務官に就任された片山さつき参議院議員が３月７日（木）に来館され、行政

不服申し立ての代理権取得の見通しや、総務省は地方公共団体の円滑な運営を支援する

為、地方自治体への行政書士の活用の提言など多くのことについて語られました。  
 会員の質問中で、「自動車登録のＯＳＳがスタートした県では車庫証明業務が無くなっ

た事｣についてはすぐに国土交通省の自動車局の担当官を呼んで説明させたとの電話がご

本人からありました。行政と行政書士のパイプ役として活動している片山議員を今後も応

援していく為、有志で後援会を設立しました。会費は無料ですので多くの会員の入会をお

願いします。                （片山さつき後援会 代表 手塚理恵） 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○改正労働契約法のポイントを知りたい。 

○高齢者雇用についての改正内容を知りたい。 

○就業規則を変更したい。 

○賃金制度、労働時間制度、労働安全衛生管理体制等を見

直したい。 

○賃上げをしたいので経営改善や経営分析をしたい。 

○設備投資をしたいので融資を受けたい。 

○中小企業に対する支援策や補助金・助成金について相談

したい。 

○労働条件管理について相談したい。 

○その他、労務経営全般に関すること。 

 

私
た
ち 

専
門
家
が 

お
答
え
し
ま
す
。

専門家が相談をお受けします。ご希望があれば、専門家を事業所に派遣します。

◆栃木県中小企業総合相談支援センター 
（栃木県最低賃金総合相談支援センター） 

宇都宮市西一の沢町１－２２ 栃木県行政書士会内 ＴＥＬ ０２８（６１１）１００８ 

４月の開所日：２、３、５、８、９、１０、１２、１５、１６、１８、１９、 

２２、２３、２５、２６、３０ 

◆栃木県中小企業総合相談支援センター出張所 
小山市神鳥谷３丁目９番２４号          ＴＥＬ ０２８５（２３）６１７２ 

４月の開所日：４、１１、１８、２５ 

開 所 時 刻：９時～１７時（５月の予定に関しては、センターまでお問い合わせください。） 

Ⓒ
高
井
研
一
郎 
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「福

 
栃木県

当会の

出席

※ 

 
◎日 

◎会 

◎会 

◎申込

◎主 

福田とみ

県行政書士会

の会長を始め

をご希望の会

お申し込み

 時 平成

 場 宇都

 費 １０

込方法 参加

（Ｆ

 催 「福

みかず君の

会の名誉会長

めとした各団

会員の方は、

みいただいた

成２５年５月

都宮グランド

０，０００円

加者氏名をご

ＦＡＸ：０２

福田とみかず

の政治生

長である福田富

団体の長が発起

栃木県行政書

た方には追って

１８日（土）

ドホテル 平安

円 
ご記入の上、栃

８－６３５－

ず君の政治生活
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生活三十周

富一知事が今

起人となり、

書士会事務局

て詳細のご連

）受付：午後

安の間（宇都

栃木県行政書

－１４１０）

活三十周年を

周年を祝

今年で政治生

下記のとお

局宛にご連絡

連絡を差し上

後２時 開会

都宮市西原町

書士会事務局

申込〆切：

を祝う会」実

祝う会」

生活３０周年を

おり「祝う会」

絡下さい。 
上げます。 

会：午後３時 
町１４２） 

局宛にＦＡＸで

５／７(火) 
実行委員会 

のお知ら

を迎えます。

」を開催いた

でお申し込み

らせ 

 
たします。

み下さい。
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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 

H25.3.1 
324- 

0057 
大田原市住吉町 2-5-1 0287-23-6230  

髙野 雅之 

 小 山 
H25.3.15 

323- 

0007 
小山市大字松沼 587 0285-37-0408  

一村 成常 

【退 会】矢島 貞男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 

足 利 矢島 貞男 H24.9.29 死 亡 小 山 茅原二三男 H25.3.14 廃 業 

宇都宮 五月女明男 H25.3.25 廃 業 塩 那 原田 英央 H25.3.29 廃 業 

【変 更】                             

支 部 氏 名 変更事項 変 更 内 容 

足 利 相山 有美 事務所 足利市福富町 1241-1 ｼﾞｭﾈｽ福富 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 3月 31 日現在）

行政書士とちぎ４月号 №436 

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 

行政書士とちぎの編集に携わらせていただき

そろそろ２年となり、今期の広報部としての活動

も残り僅かとなりました。３歩進んで２歩下がっ

たかもしれませんが少しでも前進できたと信じ、

気を抜かずに最後まで走りぬきたいと思います。

私の編集後記はこれで最後となります。皆様の

ご協力ありがとうございました。 

（広報部 倉持 友弘）

平平成成２２５５年年度度  

栃栃 木木 県県 行行 政政 書書 士士 会会 定定 期期 総総 会会  
日日本本行行政政書書士士政政治治連連盟盟栃栃木木会会定定期期大大会会  

日 時 平成２５年５月２４日（金） 

           午前１１時～ 

場 所 護国会館 １Ｆ 高砂殿 
宇都宮市陽西町 １－３７  

    TEL ０２８－６２２－３１８０

＊例年「総会開催通知・委任状」と「総会
資料・質問書」は別々に送付しておりま
すが、今年は5月 1日頃、同時に発送の
予定です。 
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