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           １  目次、今月の表紙の一言 

           ２  平成２７年度第１回理事会開催 

           ３  栃木県信用金庫協会と「中小企業支援に関する業務提携覚書」締結 

              栃木会の申請取次行政書士の動向 

           ４  申請取次行政書士（新規・更新）の手続きの変更について 

           ５  補助者証の取り扱い、申請書式が変わりました！！ 

           ６  建設業許可申請関係についての報告 

７  おじゃましま～す！  

           ８  支局かわら版（宇都宮） 

           ９  支局情報（宇都宮、那須） 

          １０  栃木県行政書士会カレンダー（６月）、日行連だより 

          １１  業務連絡、アドちゃんの談話室 

          １３  政連だより（第１回幹事会開催、当選報告） 

          １４  研修会のお知らせ 

          １５  会員の動き 

          １６  お知らせ 
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今月の表紙の一言 

「アカヤシオと日光白根山」（日光市） 
 

アカヤシオの撮影に明智平に向かいました。 

この日は風が強く明智平ロープウエイが運休となった為、駐車場脇の登山道路から昇り

ました。４０分ほどかけて、東電鉄塔まで登り強風が吹く中での撮影となりました。 

現場では、大型カメラを持った数人が写真をとっていました。その傍らをハイキングし

ている方が楽しげに挨拶を交わしながら下って行きました。 

運動不足に悩んでいる会員の皆様もご家族と訪れるにはとても良いところだと思いま

す。チャレンジしてみては如何でしょうか。 
 

Ｏ.Ｋ.Ｓ.Ｎ.写仲 小山支部 野村 稔
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４月１７日（金）行政書士会館にて、平成２７

年度第１回理事会が開催された。上程された議案

は以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

《議案》 

第１号   総会に付議すべき事項のうち栃木県 

     行政書士会会則の改正について 

 

 会則と規則の整合性を図り、会則内の表現を明

確化。綱紀委員が本会役員だけでなく専門員等の

規則で定める地位を兼ねないこと等を規定。 

 

第２号   栃木県行政書士会会則施行規則につ 

     いて 

 

 補助者証の有効期限の廃止（本誌Ｐ５参照）、支

部長会の規定の明確化、綱紀委員会に関する規定

の綱紀委員会運営規程への移行等。 

 

第３号   栃木県行政書士会申請取次行政書士 

     管理委員会規則の改正について 

 

 手数料について規定し、委員の過半数を本会理

事とする等。 

 

第４号   栃木県行政書士会諸証明交付手数料 

     規程の改正について 

 

 申請取次事務の追加等。 

 

 

 

 

 

 

 

第５号   栃木県行政書士会役員選任規則の改 

     正について 

 

 会則改正案に伴う表記を変更。 

 

第６号   栃木県行政書士会綱紀委員選任規則 

の改正について 

 

 綱紀委員の任期に関する規定の追加。 

 

第７号   栃木県行政書士会綱紀委員会運営規 

程の改正について 

 

 会則施行規則の一部改正に伴い、綱紀委員会に

関する規定を綱紀委員会運営規程及び綱紀委員選

任規則に整理した。 

 

第８号   栃木県行政書士会報酬額統計調査規 

則の制定について 

 

 会則第６４条の２（報酬の統計）の規定に基づ

き、報酬の額について統計の作成及び公表に関す

る事項を規定。 

 

第９号   栃木県行政書士会会館建設検討特別 

委員会規則の制定について 

 

 会館建設から約四半世紀が過ぎ、会館建替等を

検討する時期となったため、会館の建替、移転（賃

借を含む）について、今後どうあるべきかについ

て検討するため「会館建設検討特別委員会規則」

を定め、特別委員会において検討していく。 

 

第１０号  日本電信電話株式会社との覚書に基 

づく審査について 

 

 日本電信電話株式会社との覚書に基づき、掲載

情報の内容の審査を行う際の基準の明確化。 

 

 

第１１号  会費の免除申請について 

 

第１２号  平成２７年度顕彰候補者について 

 

栃木県行政書士会 

平平成成２２７７年年度度第第１１回回理理事事会会開開催催  
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第１３号  総会に付議すべき事項について 

 

総会議案第１号 平成２６年度補正予算並 

         びに事業報告、同決算につい 

         て 

総会議案第２号  平成２７年度事業計画並 

びに同予算について 

総会議案第３号  栃木県行政書士会会則の 

改正について 

総会議案第４号  借入金限度額の承認につ 

いて 

総会議案第５号  役員の選任について 

総会議案第６号  日本行政書士会連合会定 

時総会に関する事項につい 

て 

 

第１４号  議案第１号から第９号及び第１３号 

における字句の一部修正委任につい 

て 

 

上記議案はすべて可決承認された。 

 

 

 

 

 

４月２７日（月）栃木県信用金庫協会において、

栃木県信用金庫協会と本会の間で「中小企業支援

に関する業務提携覚書」を締結いたしました。 

 

県内の足利小山信用金庫、大田原信用金庫、鹿

沼相互信用金庫、烏山信用金庫、佐野信用金庫、

栃木信用金庫の計６信用金庫で組織された栃木県

信用金庫協会との締結は県内金融機関としては４

団体目となります。 

 

栃木県信用金庫協会からは鹿沼相互信用金庫

会長でもある七久保一郎会長と大輪事務局長が出

席し、当会からは須永会長以下２名の役員が出席

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《報告事項》 

（１）平成２７年度定期総会開催について 

（２）日本行政書士会連合会の近況について 

（３）関東地方協議会連絡会の近況について 

（４）平成２６年度行政書士試験結果の報告 

（５）産業廃棄物収集運搬業特別研修会の他 

会会員の受講要件について 

（広報部 服部一人） 

 

※ 新の会則・規則につきましては、当会ホーム

ページの「会員専用」ページにてご覧いただけま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両会長からは、行政書士会員約８４０名のネッ

トワークと地域密着の各信用金庫の連携で地域の

活性化、中小企業支援を行なっていきたいとの話

があり、堅い握手が結ばれていました。 

（業務部第３グループ） 

 

 

 

 

 

 

 

栃栃木木県県信信用用金金庫庫協協会会とと「「中中小小企企業業支支援援にに関関すするる業業務務提提携携覚覚書書」」のの締締結結  

新規申出（４月）           ３名 
更新申出（４月）           ３名 
退会による減少（３月末）       １名 
申請取次行政書士（４月末現在）  １０３名 

※新規・更新とも栃木会書式の「確認書」が必要になりました。また、新規の手続は予約制

です。詳細は、会のホームページの会員専用ページのトピックスをご覧ください。 

栃木会の 

申請取次行政書士 

の動向 
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～申請取次行政書士管理委員会からのお知らせ～ 

申請取次行政書士（新規・更新）の手続きの変更について 

※平成２７年４月より提出書類等が一部変更になりました。 

1.新規・更新とも栃木会書式の「確認書」が必要になりました。 

書式は、「会員専用ページ－各種データ－事務局関連」からダウンロードできます。 

2.希望者には、届出済証明書を郵送（簡易書留）にて交付できるようになりました。 

  ご希望の方は、392 円分の切手を貼付し、郵便番号、事務所所在地、事務所名、氏名を 

明記した長３封筒を申出時にご提出ください。 

3.新規の申出は予約制になりました。 

日程をご確認のうえ、事務局までお電話（028-635-1411）にてご予約ください。 
 

●新規の手続きについて 
＊新規受付日･･･原則第２水曜日午後。 
受付はお一人ずつ、３０分程度かかりますので、来館時間はご予約の際にお伝えいたします。 

●更新の手続きについて 
 ＊更新の方は、従来どおり随時受け付けます。受付は有効期限の２ヶ月半前から。 

有効期限の月の１５日締切。郵送・振込でも受け付けます。 

●交付について 
＊事務局窓口にて受取の場合････入管より届き次第、ご連絡しますのでご来館ください。 
更新の方は、旧届出済証明書と差し替えになりますのでご持参ください。 

 ＊郵送希望の場合････入管より届き次第、事務所宛に簡易書留にて郵送します。 
更新の方は、受領後１週間以内に、郵送または持参にて、旧届出済証明書を事務局まで 
ご返却ください。 

                            ●：必ず提出 △：希望者のみ提出 

提出書類・手数料 準備上の留意点 新規 更新

１ 事務手数料 ￥３，０００ 新規は受付時に現金。更新は振込（＊）、現金書留可。 ● ● 

２ 申請取次申出書（１通） 研修会で配布（日行連 HP 会員サイトよりダウンロード可） ● ● 

３ 誓約書（１通）          〃 ● ● 

４ 経歴書（１通）          〃 ●  

５ 事務研修会修了証書（写し１通） 有効期限１年間 ●  
６ 実務研修会修了証書（写し１通） ３年の有効期限内に１回受講  ● 

７ 行政書士証票（写し１通） Ａ４用紙にコピー（拡大不要） ● ● 

８ 届出済証明書（写し１通） Ａ４用紙にコピー（拡大不要）  ● 

９ 顔写真（２×２ｃｍ）（２枚） 裏面に登録番号（８桁）と氏名を明記 ● ● 

10 確認書（１通） 栃木会書式（栃木会 HP 会員ページよりダウンロード可） ● ● 

11 申請取次実績報告書（３年分） 栃木会書式（栃木会 HP 会員ページよりダウンロード可）  ● 

12 返信用封筒（１通） 
（郵送希望の場合） 

長３サイズの封筒に３９２円分の切手を貼付。郵便番号、 
事務所所在地、事務所名、氏名、登録番号記入。 

△ △ 

 ＊振込先 
ゆうちょ銀行からの振込の場合 ００３８０－２－１３２１９    栃木県行政書士会 
他金融機関からの振込の場合  店番０３９ 当座 ００１３２１９ 栃木県行政書士会 
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～事務局よりお知らせ～ 

補助者証の取り扱い、申請書式が変わりました!!       

平成２７年度第１回理事会にて、「栃木県行政書士会会則施行規則の改正」が上程、可決承認され、 

平成２７年４月１７日より補助者証の取り扱い、申請書式が変更になりました。 

1.補助者証の有効期限が廃止されました。 

 これまで、補助者証には５年間の有効期限がありましたが、廃止されました。 

2.各種申請書式が変わりました。 

必要書類は下表をご覧下さい。 

3.現在、有効期限のある補助者証をお持ちの方は･･･ 

有効期限が到来するまでは、現在の補助者証をお使いいただけますが、有効期限の到来までに、 

「補助者証再交付申請」の手続きを行い、新しい補助者証の交付を受けてください。 

様式は会員専用ホームページの「各種データ」－「事務局関連」のページにあります。 

●：要手数料 ○：必ず提出 △：該当する場合提出 

 
 

申 請 項 目 
 
 

提出書類・手数料 

補
助
者
の
設
置

異動 補
助
者
の
廃
止

補
助
者
証
の
再
交
付

補
助
者
の
氏
名

補
助
者
の
住
所

会 
員 
名 
ま 
た 
は 
法 
人 
名 

事 
務 
所 
名 
称 
 

事 
務 
所 
所 
在 
地 

１ 手数料   ￥１,０００  ※１ ● ● ● ● ● ●  ●

２ 補助者徽章 ￥１,０８０  ※２ △        

３ 補助者(設置･異動･廃止)届 (別記様式第９号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
４ 補助者証再交付申請書   (別記様式第11号）        ○

５ 写真２枚(3cm×2.5cm) ３月以内に撮影したもの ※３ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○

６ 住民票の写し ３月以内に交付を受けたもの  ※原本 ○  ○      
７ 戸籍抄本    ３月以内に交付を受けたもの  ○       
８ 旧補助者証  ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

※１ 変更項目が複数あっても、同時の申請であれば、手数料は￥１，０００です。 
ただし、補助者の住所、会員の事務所所在地について、市町村合併や住居表示変更に伴う 

変更の場合は、手数料免除となります。 

※２ 設置の際は、補助者徽章をご購入下さい。下記の２種のうちどちらを購入するかお知らせ下さい。 
ネジ式：襟元に穴のある服にネジ状の固定金具によって装着するタイプ 

タイタック式：針状の芯を衣服に刺し、その裏側を固定金具に差し込むことで装着するタイプ。 

 
 
 
 
 
 
※３ 写真は裏面に氏名記入のうえ、２枚とも貼らずにご提出下さい。 

日本行政書士会連合会行政書士徽章等規則 
第７条 会員は、その補助者に対し、補助者章を補助者の身分を象徴するものとして認識させるとともに、

補助業務を行わせるときは、常にこれを着用させなければならない。 
２ 補助者章の形状及び制式は、別記様式第２によるものとし、実物見本を連合会に保管する。 

ここでは、別記様式第２は略
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～業務部・総務部からのお知らせ～ 

建設業許可申請関係についての報告～栃木県県土整備部監理課との打ち合わせ～ 

 

 本年２月に、鈴木業務部長と金敷総務部長が栃木県県土整備部監理課と打ち合わせを行いました

のでご報告いたします。 

 

○建設業法等の一部改正に伴う研修会の開催について 

 平成２６年６月４日に公布された建設業法等の一部を改正する法律が、その一部を除き、本年４

月１日から施行され、建設業許可申請、経営事項審査等が変更となっている事から、１４ページに

掲載のとおり研修会を開催して詳細について会員に周知する事としています。 

 

○建設業の許可申請に関する申し合わせ事項について 

 また、建設業の許可申請関係について、次のとおり申し合わせを行いました。 

 申請手続の円滑な実施に寄与し職域を確保する観点から、行政書士が申請書類を作成し提出する

場合は、作成した申請書類に関する問い合わせ先や、許可後の連絡先が不明な事等により、建設業

の許可事務に支障をきたす事のないように、代理人として下記の例のように申請書に記名押印し委

任状を添付して申請することについて申し合わせを行いました。 

 また、行政書士が代理人として作成した書類で委任状が添付されていない場合は、委任状等の追

加を求められる場合がありますので、ご協力をお願い致します。 

 

 

＜代理申請の例＞ 

※申請書に代理人として記名押印＋委任状添付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書、委任状の例は、 

栃木県行政書士会ホームページ→【会員専用】→【各種データ】→【研修資料等】の 

2012 年 9月 7日に掲載されていますので参考にしてください。 
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今月は栃木支部より髙橋宏冶（たかはしこう

じ）会員を紹介します。 

 

氏 名：髙橋宏治（行政書士・司法書士） 
事務所：優行政書士事務所 
    下都賀郡壬生町緑町１－１８－４ 
入会日：平成２３年１１月１日 
 
－行政書士業務でのメインは？ 

 「どちらかというと兼務をしている司法書士の

業務の方が多いので、行政書士の業務は司法書

士業務に関連する業務が多いです。遺言書作成

業務や、農転申請業務などです」 
 
－流儀というかモットーといか仕事するうえで心

がけていること、または譲れないことは何です

か。 

「仕事をするうえで心掛けていることは、なる

べく自分にしか出来ない業務を作るように努力

していることです。行政書士だから、司法書士

だから、これができる・これができないという

ことではなく、自分は何が出来るか、自分は何

が得意かを考えながら仕事をするようにしてい

ます」 
 
－お忙しいと思いますがお休みは取れています

か？休日は何をされていますか。  

「平日の夜とか土日に研修や会議などが入るこ

とが多く、なかなか休めません。その代り平日

の昼間は暇です（笑）」 
 
 
 

 
 
 
－それだけ忙しいとお子さんたちのお相手もなか 

なかできないのでは？ 

「上の子はもうすぐ中学生だから逆に遊んで 
 くれない（苦）」 
 
－行政書士会・司法書士会はもちろん、異業種の

方と広く交流されていますが、その意図は？ 

「日本の士業制度はかなり細かい縦割りだと思

います。単独の士業の判断だけでは依頼者のお

役に立てないこともあると思います。横の連携

による総合的な知識をもって判断することが専

門家には求められると思います。 
そんなわけで、それぞれの士業の中で特定の

分野に興味がある、または得意であるという方 
々と連携をしています。興味を持っている分野

が重なるとお互いに深い信頼関係が結べます」 
 
－髙橋会員が今力を入れている業務についてアピ

ール願います。 

「今、農業支援業務に力を入れています。農業

はこの先確実に変わって行くと思います。他産

業からの参入も増えてくると思います。どのよ

うに、どれくらい変革できるかわかりませんが、

その変わっていく、成長していく農業の支援に

携わり、自分自身も成長したいと思っています」  
 
 
髙橋会員は各分野の専門家を集め農業支援につ

いての本を書き、はたまた民事信託業務などの先

進的な業務に積極的に飛び込んで行くなど精力的

に活動しています。特にその辺に髙橋会員のモッ

トーを感じます。とにかく広くアンテナを張り巡

らせている人だと思いました。 
時間の都合上すべては聞き出せませんでしたが、

取材にご協力いただき、感謝します。 
 

（栃木支局長 綾部一成） 

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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宇都宮市インターパークショッピング街の東

側に、２０００年に開催された「マロニエ栃木緑

化祭２０００」の会場跡地に２００７年『みずほ

の自然の森公園』がオープンしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
広大な土地は豊かな自然の平地林を活かし、遊

歩道も整備され、森の恵みと花や緑に囲まれ毎週

土・日曜日は家族連れで賑わっています。 
この公園では季節に 

応じたイベントを開催 
しています。５月には 
「こどもまつり」。こ 
れはかわいいポニーと 
馬がきて、乗馬・引き 
馬体験ができます。 
８月には「夏まつり」。 

日中はかき氷やジュー 
ス、おなかが空けば、お赤飯や焼きそば、おもち、

ギョーザなど地域の方々の協力でたくさんのお店

が並びます。せせらぎ

水路には水が流れ、遊

具で遊んだあとは水に

飛び込み、子供たちは

思う存分遊べます。空

が暗くなってくるとい

よいよ花火の時間です。

自分たちの真上にあが

り、おなかに響く迫力

あるドーンという音と

感覚は間近で見られる

花火大会ならではです。 
秋には「落ち葉まつり」。落ち葉をたくさん集

めて焼き芋と交換できます。たくさん集めた落ち

葉のプールで子供たちもおおはしゃぎです。ヨー

ヨー釣りやベーゴマ、竹馬、けん玉など昔遊びの

道具も借りられ、大人も一緒になって遊ぶことが 

 
 
 
出来ます。 
冬には「親子凧あげまつり」があります。凧に

自作の絵を描きその凧を大空高くあげることがで

きます。近所では電線などが気になり、凧あげも

ままなりませんが、ここでは風にまかせ、自由に

泳ぎ回るたくさんの凧は気持ちよさそうです。 
このように通年楽しめる公園ですが、この公園

の特色がもう一つあります。それは幻想的な光を

放つ「ホタル」の飼育に力を入れていることです。 
地元の小中学生の

総合学習の一環と

して、ホタルから

採卵し、幼虫にか

えし、幼虫を３月

くらいに公園の川

に放流しています。 
今年は８００匹から１０００匹くらい放流で

きたようです。４月には幼虫は土にもぐり２か月

間土の中で羽化するまで成長し、６月に成虫とな

って光り始めるそうです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今では、環境の変化でほとんど見かけることが

出来なくなったホタル。宇都宮では、この瑞穂野

のほか、旧上河内ほたるの里梵天の湯、富谷地区

などが飼育を行っているそうです。 
今年は６月６日・７日・１３日・１４日の土曜

日・日曜日に「蛍の夕べ」というホタル観賞会が

行われる予定です。ご興味がありましたらみずほ

の自然の森公園へ是非お問い合わせください（地

域の方皆さんで自然を大事に守っています。観賞

される際も皆様のマナー等をもってご鑑賞願いま

す）。 
みずほの自然の森公園 管理棟 

電話番号：０２８－６５７－５２２２ 

 
           （支局長 竹島尚子） 

支局かわら版 
みずほの自然の森公園 

宇都宮支部
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【宇都宮】 

支支部部理理事事会会開開催催  

４月１日（水）行政書士会館２階にて平成２７

年度第１回理事会が理事及び監事の出席により無

事開催された。 

 
議題は５月９日(土)に開催予定の定期総会に

関する資料作成及び準備について支部長より議案

書原案をもとに平成２６年度の活動報告と収支、

今年度の事業計画案と予算について報告があった。 

今年度は役員改選の年であり、役員選出の仕方

について議論がなされた。無料相談をはじめとし

た支部事業を円滑かつ適切に推進するためには、

役員の選出にあたっては一定の配慮が必要との意

見で一致した。 

無料相談会ではやはり相続関係の相談が一番

多いが、その相続上の問題の中で、土地関係の相

談も増えてきている。相談員となる者の資質が問

われてきていると強く感じるようになっている。 

 次期役員にはベテランと初めての方と様々だと

思うが、是非それぞれの力で、より一層宇都宮支

部を盛り上げていただきたい。 

（支局長 竹島尚子） 
 
 

アアドドちちゃゃんん宇宇都都宮宮市市のの公公用用車車をを飾飾るる  

宇都宮市の有料広告公募に申込をしたところ、

落札することが出来ました。平成２７年４月から

平成２８年３月まで、公用車（ライトバン）にア

ドちゃんが掲載されます。 
この車両は毎日使用するそうですから、見かけ

たら感想をお寄せ下さい。 
（宇都宮支部長 手塚理恵） 

 
 
【那 須】 

支支部部役役員員会会開開催催  

 ４月２４日（金）午後４時から那須塩原市にあ

る「桜蘭」において、平成２７年度第１回那須支

部役員会が開催された。参加会員は１０名であっ

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 そこでは平成２６年度事業実績ならびに収支決

算の報告、今年度の事業計画ならびに収支予算編

成と役員改選についての審議が行われた。 
 支部の事業として継続している無料相談会は、

昨年度は９回開催されたが、今年度は５回に縮小

される予定である。また毎年行われている支部研

修については、まだ研修内容については未定であ

るが、今年度も２回行われる予定である。 
 支部の親睦事業として、ここ数年行っているボ

ウリング大会も継続する予定である。 
今年度の那須支部総会は、５月１５日（金）に

開催される。その後には、新役員による第２回役

員会が開催されることも予定されている。こうい

った機会に会員同士の活発な意見交換がなされ、

さらなる支部の発展に繋がれば良いと思う。 
（支局長 オブライエン奈美） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支 局 情 報 
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 日行連から届いた文書の内、会員の皆様に役立つ文書の表題等を掲載いたします。文書の写し等必

要な方は事務局までご一報ください（要実費）。 
 

日行連№ 受信日付 文書の表題 備考 

2 H27.4.2 
本会ホームページにおける職務上請求書の盗難・紛失等の公表にか

かる検索機能の追加について   

19 H27.4.13 
第６５回“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、立ち直

りを支える地域のチカラ～に対する協力について（依頼）   

31 H27.4.22 
「知的資産業務一覧」「知的資産契約マニュアル」及び「知的資産

業務Ｑ＆Ａ」   

54 H27.4.22 
平成２７年度外国人就労・定着支援研修に係るご協力について（お

願い）   

事務連絡 H27.4.27 【特定行政書士法定研修】クール日程のHP掲載について   

73 H27.4.30 特定行政書士法定研修の実施に関するPR強化のお願い   

 日 予  定 時  間 主  催 

1 月 建設業法等法改正研修会 13:30~15:00 業務第 2グループ

6 土 成年後見研修会（コスモス県支部主催） 9:30~17:00 コスモス成年後見

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 
9 火 登録説明会 10:00~ 総務部 
10 水 ＴＩＡ相談会 10:00~ 業務第４グループ

編集会議 13:00~ 広報部 

申請取次行政書士の新規申出受付 13:30~ 申請取次行政書

士管理委員会 
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 

12 金 ＦＫＤＩ評価事務所相談会 13:00~ 制度推進部 

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 ＫＩＦＡ相談会 10:00~ 業務第４グループ

国際業務相談事例・入管基礎研修会 13:30~ 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 土 成年後見研修会（コスモス県支部主催） 9:30~17:00 コスモス成年後見

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：下野市ゆうゆう館 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（６月） 

日行連だより 
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 標記の件について、「各種データ」－「報酬額関連」のページに掲載しました。 

 

 

 

 
 
 一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターから標記の研修会開催について会員への周知依頼

がありました。この研修会はコスモスの会員でなくても受講することができますので、受講ご希望の

方は当会ＨＰ会員専用「トピックス」に掲載の添付ファイルを参照のうえ、各自申し込みをしてくだ

さい。 

 

 
 
 
 
 

●自宅で亡くなるという事 

手元に朝日新聞への投稿記事の切り抜きが

２つあります。「自宅でみとり／なぜ検視な

のか（平成２２年２月２日付）」と「『自宅

でみとり検視』は誤解から（同年２月１０日

付）」の２つです。自宅で亡くなった場合、

駆けつけた主治医は「死亡診断」出来るか否

かという内容です。ある程度の年齢になりま

すと誰でも抱えている「漠然とした不安」で

はないでしょうか。その年の１月２７日に母

を病院で亡くしたばかりの私は、こんな記事

をスクラップしていたのですね。ギリギリま

で自宅で生活していた母は、最後に入院した

１０日後に亡くなったのですが、容態が急変

した場合には自宅で亡くなった可能性もあっ

たのでした。そして５年後……。 

 
●ただの寝坊？ 

平成２７年３月１０日午前７時。前日いつ

ものように、朝昼晩食事をして散歩をして入

浴して就寝した父が、旅立っていたのです。

父と私は同じ敷地内の別棟で生活していまし

た。父は毎朝規則正しく（お正月でも）起床

して午前５時半ごろに雨戸を開けます。その

音で目覚める事もあった私は、寝床でＮＨＫ

ラジオを聴取し、Ｅテレで「０６５５」を視

聴してから７時過ぎに起床します。カーテン 

 

を開けると閉まったままの雨戸に気付きまし

た。「ただの寝坊？」「それとも体調不良？」

なんて言葉を頭に浮かべながら、別棟に移動

し薄暗い室内に入りました。「調子でも悪い

の？」という言葉を実際口から発したかどう

かはわかりません。瞬間、布団に横たわって

いるものの、寝ているわけではない父の姿が

……。上半身も下半身も仰向けでほぼ直線で

したが、少しだけ顔を傾けてポカンと口を開

けて「アッ」と言葉を発しているようでした。 

 

●とりあえず１１９番 

 「死んじゃった、死んじゃった」―そんな

言葉が頭の中と周りをグルグルし始めました。

そして同時に「救急車、救急車」―頭の中で

考えているだけなのか独り言なのかわかりま

せん。「１１９」「病人ですか？火事ですか？」

「朝起きたら父の意識がない」「すぐに救急

車を向かわせますので到着まで心臓マッサー

ジを続けて下さい」「心臓マッサージの方法、

わかりますか？」――。心臓マッサージの真

似事をしている内に、遠くから近づくピーポ

ーピーポー。 

 

●救急車到着 

救急車到着。そして消防自動車も到着（救

急車に乗せるまでの障害物を取り除くための

特別研修「任意後見契約」の開催のお知らせ
       ～一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターより～ 

平成２６年度報酬額統計調査報告の掲載
                       ～事務局より～ 

平平成成２２７７年年３３月月１１００日日のの出出来来事事  ①① 
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人手らしい……）。玄関から顔を出して救急

隊員の方を家の中へ招き入れました。玄関開

けっ放しで寒かったので１度締めたのですが

次から次へと人が入って来るので、その後閉

めるのは断念。開けっ放しで風がぴゅ～（風

の強い日でした）。やはり心肺停止状態（脈

もないし呼吸もしていない）でした。「点滴

させてもらっていいですか？」「お願いしま

す」――。それからプロの心臓マッサージが

始まりました。素人とは全然違って全身運動

をしているようです。気がつくと玄関付近の

散乱物はキレイに隣室に移動されていました。 

 

●救急車の中で 

 病院に出発です。保険証、ふだん服用して

いる薬（お薬手帳はなかった）、携帯電話、

現金などをかき集めて救急車の中に乗り込み

ました。心臓マッサージは続いています。汗

みどろで交代しながら行ってくれています。

最初、市内のほとんどの救急病院に受け入れ

を断られました。１度かすかながら脈が戻り

ました（呼吸は戻らず）ので、もう１度日赤

と交渉した結果、「受け入れ」を受け入れて

くれたようでした。２０～３０分は、救急車

の中にいたと思います。  

自宅から日赤までは信号につかまらなけれ

ば自動車でわずか１、２分の距離です。思え

ばこのわずかな距離を救急車で日赤に運ばれ、

パトカーで日赤自宅間を往復して、葬祭屋さ

んのワゴンで自宅に戻って来ました。パジャ

マ代わりのスエット上下に、この冬しまむら

で買ったダウンジャケット（オレンジ色）を

羽織って、顔を洗わないまま歯も磨かないま

ま半日を過ごしていました。 

 
●日赤到着 

 日赤から正式な受け入れ許可が出る前に救

急車は出発しました。救急隊員の方と日赤の

救命医とは電話で会話しながらです。「もう、

そちらに向かっています」「２、３分で着き

ます」「（踏切を通過中なので）ガタガタし

ているのでわかりません」「もう敷地内に入

っています」――。日赤が我が家の目と鼻の

先に移転してから数年。こんな形で初めて日

赤に足を踏み入れました。救急車から降りま

すと病院職員に呼ばれまして、とりあえず事

務的な手続きをさせられました。そしてそれ

が済みますと救命センター内の待合室で待つ

ように指示がありました。早朝ながら何組か

の人が待機していました。きっと同じように

救急搬送されてきたのに違いありません。こ

の間おそらく救急隊員と救命医との間で引き

継ぎみたいな事もあったに違いありません。 

 

●心肺停止状態、そしてご臨終 

すぐに救急措置をするためと思われる部屋

に呼ばれました。やはり「心肺停止状態」と

の事。「心臓マッサージを行いますか？」「肋

骨が折れますし、血を吐きますよ！」「しま

せん」「人工呼吸器や管は装着しますか？」

「着けるのは簡単ですが、外せなくなります

よ！」「脳に酸素がいかなくなって３０分以

上は経過していますので脳死していますから、

植物状態になってしまう可能性もあります

よ！」「しません」「それでは本人の力に任

せるという事ですね」「はい」――。これで

先生もする事はなくなりました。カーテンの

隙間から見える隣室では一刻一秒を争ってい

る様子が垣間見えます。こちらはただ立ち尽

くすだけ。「なるべく親族を呼んで下さい」

との事でしたので、市内在住の親族に連絡し

ました。親族が到着する度に先生は私に確認

の上で心臓マッサージも人工呼吸器の装着も

していない事を告げました。親族からは異論

は出ませんでしたがトラブル回避をしていた

のですね。なるべく多くの親族で「（死亡の）

確認」をしたがったのも同じ理由かもしれま

せん。 

９時近くになりましたら「救急車が次々に

到着しますのでこの部屋を空けさせて下さい」

との事で、「確認」することになりました。

「瞳孔が開いています」「呼吸していません」

「脈も打っていません」という事で「ご臨終」

という事になりました。秒針がちょうど１２

時を通過しましたので９時ちょうどでした。

そして、別室で待つように指示されたのでし

た。 

次号につづく 

 

（足利支部 杵渕 徹） 
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 ４月１７日（金）行政書士会館にて、平成２７

年度第１回幹事会が開催された。 
 
開始時刻が大幅に早まった為、浅野吉知日本行

政書士政治連盟幹事による日本行政書士政治連盟

の近況の報告と議案の承認が終了した後、栃木県

行政書士議員連盟の諏訪利夫元宇都宮市議会議長、

金子保利佐野市議会議員、石渡丈夫元小山市議会

議長による来賓のあいさつという順序となった。 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
上程、承認された議案は以下の通り。 

 
 第１号  平成２６年度収支補正予算（第２次）

の承認について 
 第２号  大会に付議すべき事項について 

（広報部 服部一人） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政連だより 

平平成成２２７７年年度度第第１１回回栃栃木木県県行行政政書書士士政政治治連連盟盟幹幹事事会会開開催催  

ごご当当選選おおめめででととううごござざいいまますす

４月に実施されました県内の市議会議員選挙におきまして、本会会員の皆様が見事当選されま

したのでご報告致します。今後、各議会での活躍を祈念するとともに、行政書士の地位向上にも

ご尽力くださいますようお願い申し上げます。   （栃木県行政書士政治連盟会長 青木勇夫）

☆宇都宮市議会議員選挙（４月２６日投開票） 
五月女伸夫 会員（現職 ３期目） 
郷間 康久 会員（現職 ３期目） 

 
☆小山市議会議員選挙（４月２６日投開票） 

土方 美代 会員（新人 初当選） 
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建設業法等法改正研修会              業務部 第２グループ主催 

○開催日時 

平成２７年６月１日（月）１３：３０～１５：００ 

○開催場所 

栃木県教育会館 大会議室（宇都宮市駒生町1-1-6） 

○講  師 

栃木県 県土整備部 監理課 建設業担当 

○受 講 料 

無  料 

○研修内容 

  本年４月１日から施行されている建設業法等の 

一部改正に伴う、建設業許可申請、経営事項審査等の変更点を中心とした研修内容です。 

○対 象 者 

 会員、補助者 ※ただし、会員を含め１事務所１名とさせていただきます。 

○締め切り 

 ５月２８日（木） 

○そ の 他 

 各自、栃木県県土整備部発行の下記の手引きを持参下さい。（本会には在庫なし） 

「建設業許可申請の手引き(平成２７年度版)」 

 「経営規模等評価申請及び総合表評定値請求の手引き(平成２７年度版)」 

※手引きは、県土整備部のホームページからダウンロードできます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＪＲ宇都宮駅西口より 関東バス「作新学院・駒生」行

東中丸バス停下車（所要約20分） 

国際業務相談事例・入管基礎研修会         業務部 第４グループ主催 

○開催日時   

平成２７年６月１７日（水）１３：３０～１５：００ 

○開催場所   

栃木県行政書士会館２階 

○研修内容  

 実際の相談事例を元に学ぶ研修会と初心者向けの基礎的な研修会の２本立てです。 

 基礎と実例を一度に学ぶことができます。 

○受 講 料 

 無  料 

○対 象 者 

 会  員 

申込は不要です。お気軽にご参加ください。 

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\530

６／１ 建設業法等法改正研修会 無料 5/28  － － 

 

支部名  
氏 名 

※補助者が出席する場合は、会員名を併記すること。 

※会員を含め1事務所１名に限ります。 
ＦＡＸ  
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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 名 

電   話 備 考
所  在  地 

 那 須 
H27.4.2 

329- 

2706 

藤田浩司行政書士事務所 
090-6959-2411  

藤田 浩司 那須塩原市睦 105-3 

 小 山 
H27.4.2 

323- 

0008 

桐生行政書士事務所 
0285-37-1583  

桐生 雅弘 小山市大字小薬 406-1 

 宇都宮 
H27.4.2 

321- 

0166 

木村肇秀行政書士法務事務所 
028-659-3916 

 

木村 肇 宇都宮市今宮 4-9-4 

 那 須 
H27.4.2 

324- 

0058 

大島有一行政書士事務所 
090-2491-7904  

大島 有一 
大田原市紫塚 4-3941-45

大田原コーポ 103 

 宇都宮 
H27.4.2 

320- 

0036 

行政書士近藤事務所 
028-622-1710  

近藤 彰宏 
宇都宮市小幡 2-2-11

第二有貴ビル 103

 宇都宮 
H27.4.2 

321- 

0901 

平出宣幸行政書士事務所 
028-666-0338  

平出 宣幸 宇都宮市平出町 1315-8 

 宇都宮 
H27.4.2 

321- 

0138 

行政書士和事務所 
028-616-2635  

石下 和子 宇都宮市兵庫塚 3-30-98 

 宇都宮 
H27.4.15 

321- 

2116 

行政書士竹原俊夫事務所 
028-665-0223  

竹原 俊夫 宇都宮市徳次郎町 2280-2 

 芳 賀 
H27.4.15 

321- 

4217 

行政書士仲野光男事務所 
0285-70-2255  

浅井 慎也 芳賀郡益子町益子 961-1 

 宇都宮 
H27.4.15 

320- 

0075 

我妻知紀行政書士事務所 
028-665-5815  

我妻 知紀 宇都宮市宝木本町 1642 

 宇都宮 
H27.4.15 

320- 

0862 

飯村行政書士事務所 
028-633-6861  

飯村 精介 宇都宮市西原 2-3-23 

 宇都宮 
H27.4.15 

321- 

0953 

小島久男行政書士事務所 
028-636-8836  

小島 久男 宇都宮市東宿郷 5-3-14 

 栃 木 
H27.4.15 

329- 

4316 

行政書士岡克一事務所 
0282-55-4386  

岡 克一 栃木市岩舟町新里 1304 

 

 

 

栃木県行政書士会員の動き

（平成 27年 4月 30 日現在）
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【退 会】小山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 

宇都宮 小山 靖夫 H27.3.22 死亡 宇都宮 亀田 晋 H27.4.21 廃業 

宇都宮 駒場 匡周 H27.4.30 廃業 小 山 本橋 英一 H27.4.30 廃業 

【変 更】                             

支 部 氏 名 変更事項 変 更 内 容 

塩 那 松本 智美 氏名/名称 
旧氏名：植木智美    

行政書士アクア法務 office 

宇都宮 髙津戸興一 所在地/電話番号

宇都宮市上戸祭町 520-8 

（株）都市開発コンサルタント内

028-625-1311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

広

報

部

よ

り 

（栃木県行政書士会員の購読料は会費の中に含まれます）

行政書士とちぎ５月号 №461 

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 

特定行政書士法定研修 

募集要項について 
 

平成２７年度の特定行政書士法定 

研修の募集要項が、日行連のホーム 

ページおよび会員の皆様のお手元に 

届いている『月刊 日本行政 ５月 

号』に掲載されています。 

受講申込書の他、プレ研修講座の 

案内等も掲載されていますので、 

ご覧下さい。 

平成 27年分財産評価基準書「路線価図・評価倍率表」の販売

◆下記資料の購入申込を受け付けています。(８月納品) 

（発行所 財団法人 大蔵財務協会） 

(1)路線価図 栃木県（宇都宮）            9,100 円

(2)路線価図 栃木県（足利・佐野）          8,900 円

(3)路線価図 栃木県（栃木）            8,800 円

(4)路線価図 栃木県（鹿沼・真岡・大田原・氏家）11,400 円

(5)評価倍率表 栃木県全域                  3,400 円

◆購入ご希望の方は下記①～⑤項を明記の上、事務局まで

ＦＡＸ(028-635-1410)にてお申し込み下さい。 

①支部名  ②氏名  ③ＦＡＸ番号 

④購入する資料名・冊数 

⑤資料の受取方法（事務局に来局 または 宅急便） 

※ただし、宅急便の場合は送料をご負担いただきます。

 ☆６／１２（金）〆切

                 栃木県支部からのお知らせ 

相続・遺言・成年後見 セミナーのご案内 
 日 時：7月 11 日（土）13：30～15：30 

 場 所：今市中央公民館 小ホール（日光市平ケ崎 160 番地 ＴＥＬ0288-22-6211）

     無料相談会開催 入場無料 定員 50 名 

早いもので広報部担当理事の２年の任

期も終わろうとしています。 

今期、私たちが手がけている行政書士会

のホームページリニューアルですが、近日

公開予定です。ストーリー性ある躍動的な

新キャラクターが登場するかも！？ 

乞うご期待！ 

（広報部 松本智美）
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