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           １  目次、今月の表紙の一言 

           ２  三士会無料相談会を行いました 

           ４  福田富一知事を囲む会、申請取次行政書士研修会開催 

           ５  株式会社ワイズと「業務提携基本契約」を締結 

              研修会「契約書を公正証書にするとき」開催 

           ６  日行連自動車登録ＯＳＳ研修会開催、 

              市街化調整区域の開発行為研修会 

           ７  東京入管宇都宮出張所にて無料相談会を実施 

              一般貨物自動車運送事業研修会の開催 

           ８  おじゃましま～す！  

           ９  支局かわら版（鹿沼） 

          １０  支局情報（塩那、足利、小山、栃木） 

          １２  木もれび 

          １３  栃木県行政書士会カレンダー（１月）、業務連絡 

          １４  日行連だより 

          １７  研修会のお知らせ 

          １９  申請取次行政書士の動向、事務局よりお知らせ 

          ２０  会員の動き、平成 2８年賀詞交歓会のご案内 

             

             

           

                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

栃木県行政書士会会報誌 

行政書士 

とちぎ 

2015 年 

12 月号 

CONTENTS 

No. 468 

「「渡渡良良瀬瀬橋橋のの夕夕日日」」  撮撮影影地地：：足足利利市市  
 
 
森高千里さんのヒット曲「渡良瀬橋」が発車・到着メロディーに採用されたＪＲ足

利駅・東武足利市駅。渡良瀬橋は足利市の中央を流れる渡良瀬川にかかる橋で、森高

さんが実際に夕日の美しい橋を見て作詞したというエピソードがあります。 
 
 

宇都宮支部 大鹿幸雄

今月の表紙の一言 
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【【県県央央会会場場：：シショョッッピピンンググモモーールル  ベベルルモモーールル（（宇宇都都宮宮市市））】】 

 １１月１日（日）ベルモールにおいて、三士会

無料相談会が開催された。 
ベルモールは多くの人々が買い物や飲食に訪

れるショピングモールで、敷地内には映画館、大

型電気店、日帰り入浴施設がある巨大商業施設で

ある。 
 開店当初から相談者が訪れ、相談件数は全体で

は１８件で、内訳は行政書士会７件、司法書士会

６件、土地家屋調査士会５件であった。例年の通

り、相続が７件で多かったが、今年の特徴は境界

確認が４件、土地についてが２件と土地関係が目

立った。 
 今年は、当会が当番会で受付を担当した為、出

来るだけ３つの会に均等に相談が回るように心掛

けた。 

 昨今、相談に来る方々は資料を持参し、ある程

度調べてポイントを質問してくるので、対応する

我々もかなりの専門知識が要求されると感じた。 

（宇都宮支部 手塚理恵） 
 
 

【【県県北北会会場場：：いいききいいききふふれれああいいセセンンタターー（（那那須須塩塩原原市市））】】 

 １１月１日（日）午前１０時～午後３時まで、

那須塩原市いきいきふれあいセンターにおいて、

司法書士会、土地家屋調査士会、行政書士会の三

士会による無料相談会を行いました。司法書士会

から６名、土地家屋調査士会から３名、行政書士

会から５名の相談員での対応となりました。 
 今回の三士会では、相談件数は多くはありませ

んでしたが、行政書士会として遺産分割協議に関

する相談に対応致しました。内容は自身で作成し

ている遺産分割協議書の内容を確認してほしいと

の事でした。今ではインターネットや書籍から多

くの情報を得てご自身でこういった書類を作成さ

れる方も少なくありません。しかしながら、相続

などはケースバイケース、自身の状況とぴったり

と同じ例などはなかなかありません。そこで端々

に不安を持たれ相談に来られた様子でした。 
 近ではテレビでも相続関係の情報が多く放送

されています。それだけ多くの方の関心があるこ

との表れでもありますが、その分、一般の方の知

識も高まってきていることも事実です。そういっ

た中であっても専門家に相談してみようと思える

環境をつくっていくことが大切だと感じました。 
 これからも、行政書士の無料相談会などを通じ

て、広く多くの方に行政書士の職務について知っ

てもらえるように努めていきます。 

 

（那須支局長 熊田慎一） 
 
 
 

三士会無料相談会を行いました 
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【【県県南南会会場場：：イイオオンン栃栃木木店店（（栃栃木木市市））】】 

去る１１月１日（日）、我が栃木支部はイオン

栃木店において司法書士会及び土地家屋調査士会

と合同で相談会を開いた。相談件数は全体で３０

件に及んだ。主な内容は以下のとおり。 

 
①分割協議・登記の方法（相続人・協議参加者の

範囲・遺留分について） 

②相続手続き（預金含む）の一般的な流れ 

③任意後見人による被後見人の財産の使い込み 

④会社法人の清算 

⑤道路について 

⑥筆界確認について 

⑦家庭内虐待 

⑧相隣関係のトラブル 

⑨生前贈与の登記について 

⑩離婚時の財産分与の期限、登記手続き、課税 

 

受付件数は行政書士会５件、司法書士会１４件、

土地家屋調査士会が１１件であった。 

①、②についてだが、一般の方は遺留分をご存

じない方が多いようなので、我々はしっかりとし

た知識を持っておきたいところである。昨今は相

談者が自分で登記手続きをするとういうケースが

多い。法務局の登記相談も相続登記手続きを教え

てほしいという内容が増えている。一般の方でも

相続人の範囲や分割協議について知っている方が

多い。しかし、誤解をされている方も多い。やは

り我々専門家が介在し、手続きを進める手伝いを

する必要がある。一般の方が自身でする手続きと 

我々がする手続きで仕上がりが違うということを

自負して業務に臨んでいただきたい。 

③は、よくある話だと思う。実際私もこの相談は

受けたことがある。他士の業務であると思うが、

後見人の解任についての知識はあってもよいと思

う。 

④会社法実務だけでなく登記実務の知識も要する

ので、司法書士と共同で対応した。非常に勉強に

なった。 

⑤は建築基準法４２条２項の道路後退に伴う境界

確認自己の敷地内の法定外道路の付け替えで、土

地家屋調査士会が受け付けたが、行政書士もでき

る業務である。 

⑥の境界確認は１３件と、 も件数が多かった。

筆界特定制度、境界標の復元等が主な内容。我々

が手伝えることもあるし、境界標の取り扱いにつ

いて我々も知っておくべきである。土地家屋調査

士との連携が重要である。 

⑦、⑧は我々では対応できない案件であった。 

⑨につき、司法書士会会員が対応したが、農地の

贈与であったので、司法書士と共同で対応したほ

うがより良かったのではないかと思う。 

⑩について、相談票からは判断できなかったが、 

期間をおいての協議による財産分与とその登記の

判断で、民法第７６８条２項の除斥期間の話では

ないと思われる。司法書士と共同で対応したほう

が良いと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の相談会は去年の３倍ほど集客できた。そ

の要因は、 

①会場は個室を用意できた 

②土地家屋調査士会・司法書士会が合同で広告を

配布していた。 

ことが主である。しかし、司法書士会・土地家屋

調査士会に相談が集中し、その中には行政書士が

対応できた内容もあったのである。行政書士会に

とっては、事前の宣伝等、集客に関して来年に課

題が残った形となった。 

ともあれ、参加いただいた諸士の皆様のお力添

えで、良い結果を残せたと思う。お疲れ様でした。 

（栃木支局長 綾部一成） 
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福福田田富富一一知知事事をを囲囲むむ会会  
 １１月２７日（金）１９時より、栃木県庁舎１

５階にある展望レストラン、「ダイニング十五家」

において、栃木県行政書士会、栃木県行政書士政

治連盟と自動車車庫証明申請センター運営協議会

との共催で、福田富一知事を囲む会を開催しまし

た。 

 
 金敷裕総務部長の司会のもと、横山会長、青木

政連会長の主催者挨拶によって始まりました。 
そして知事からご挨拶を頂きました。この日、

知事は、全国都道府県会議に出席されていました。

その会議の場において、総理大臣、総務大臣、一

億総活躍大臣等の前で、地方創生についての意見

を述べられてきたそうです。 
最後に、宮嶋運協会長の挨拶で閉会となりまし

た。 
 この晩の参加者４８名は、おいしい料理をいた

だきながら、知事との交流を深めることができ、

貴重なひとときを過ごすことができました。 

 
展望レストランからの宇都宮の夜景と美しい

満月がとても印象的でした。 
（総務部 オブライエン奈美） 

 

 

申申請請取取次次行行政政書書士士研研修修会会開開催催  
１１月２７日（金）午後１時３０分から栃木

県行政書士会２階会議室において、業務部第４

グループ主催による国際業務関係を取り扱う申

請取次行政書士を対象に研修会が開催されまし

た。 

今回の研修会は、本年１月に法改正のあった

「経営・管理」準備のための在留資格４か月が

追加され、審査要領がまだ理解できないことと、

添付書類について理解を得るために、東京入国

管理局宇都宮出張所長井澤太郎様を講師に招き

説明を頂きました。 

会議室は出席した申請取次行政書士で満席と

 

なる盛況で業務に対する熱意と研鑽を欠かさな

いプロ意識を秘めながら講師の説明に開き入り、

質問では疑問点などを含めながら、今後の対応

策を相談する前向きな意見を聞いてもらうこと

ができました。後段では中長期在留者の活動状

況、申請取次を行う際の留意事項などの説明が

あり井澤所長様の講義を終了しました。 

休憩後は、栃木県行政書士会申請取次行政書

士管理委員会の風間洋委員長を座長に「最近の

入管業務の実情について」をテーマに資料に基

づき説明があり、情報交換が行われ実のある研

修会となりました。

 
（業務部第４グループ 豊田近弘） 

栃木県行政書士会 
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株株式式会会社社ワワイイズズとと「「業業務務提提携携基基本本契契約約」」をを締締結結  
 １１月１６日（月）に栃木県行政書士会会館に

おいて、株式会社ワイズと本会は「業務提携基本

契約」を締結した。 

 
 これは、株式会社ワイズが、本会会員に対し、

建設部門に関連する業務で利用する「電子申請支

援システム建設業務統合版」を提供することを定

める契約である。 
「電子申請支援システム建設業務統合版」は、

経審・財務諸表・建設業許可・請求書等の書類作

成ができる建設業許認可業務向けソフトである。

システム導入が無料であり、導入後１年間は保守

費用も無料である。 
但し、本会の会員は新入会員に限り、行政書士

登録後５年が経過するまでの期間であれば、この

サービスを利用することができる。 
 
この締結によって、建設業関係の仕事を受任し

たいと考えている会員にとって、利便性の向上に

つながれば良いと思う。 
（総務部 オブライエン奈美） 

 

 

 

 

研研修修会会「「契契約約書書をを公公正正証証書書ににすするるとときき」」開開催催  
 １１月１９日（木）、業務部第５グループ主催の

公証人による研修会「契約書を公正証書にすると

き」が開催されました。 
今回の公証人による研修も参加者が多く、昨年

同様栃木県不動産会館の会議室をお借りしました。

宅地建物取引業協会様には感謝申し上げます。 
公証人による研修は、昨年の離婚、一昨年の遺

言書同様、私たちの業務において密接な関わり合

いのある公証制度に対する関心の高さが伺われる

ところであり、今回も５０名もの会員の参加があ

りました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今年の第５グループの研修テーマが「契約につ

いて」ということで、１回目として１０月２０日

（火）に宇都宮支部の小平裕一会員による「契約

書作成についての基礎知識と留意点」についての

講義に引き続き、今回は宇都宮公証センターの佐

藤孝明公証人をお招きし、公証人の立場から「契

約書を公正証書にするとき」についてお話いただ

きました。 
 研修会の内容としては、知っているようであま

り知られていない公証制度と公正証書作成の意義

について、特に契約とその様式によって公正証書

を唯一の選択肢とするか否かの該当例を解説いた

だきました。また、契約公正証書の機能及び作成

上の留意点については、土地賃貸借契約、任意後

見契約を題材として実務例をまじえながら分かり

やすくお話ししていただきました。 
 世の中には多くの契約書のひな形がありますが、

我々行政書士は書類作成の専門家としてあくまで

もお客様のニーズに合った、喜んでいただける契

約書を作らなければなりません。 
そのためにも第５グループでは、会員個々人の

スキルアップできるような研修を引き続き行って

いきたいと思います。 
（（業務部第５グループ 大橋勝典））  

※このサービスについての詳細は、ワイズＨＰの１１月１７日付ニュースリリースをご覧下さい。

  http://www.wise.co.jp/news/news2015111701.htm 
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日日行行連連自自動動車車登登録録ＯＯＳＳＳＳ研研修修会会開開催催  
１１月４日（水）午後１時３０分より、栃木県

行政書士会館において業務第１グループ主催によ

る、「日行連自動車登録ＯＳＳ構想に係る研修会」

が開催されました。 
研修は、日行連監修のＤＶＤによる研修で第１

時限目「行政書士と自動車業界」、第２時限目「行

政書士の出張封印」、第３時限目「日行連ＯＳＳシ

ステムの概要」、第４時限目「日行連ＯＳＳセンタ

ーの役割」について、それぞれ講師から詳細な講

義が為され、出席者１４名の会員の方々は熱心に

受講されていました。 
なお、本研修は「日行連自動車登録ＯＳＳセン

ター支所」看板設置希望会員を推薦するにあたり

必須条件となります。従って研修終了後、受講者

全員に受講証明書が交付されました。 
 

研修終了後、受講者の間から質問が発せられる

等「自動車登録ＯＳＳセンター構想」に対する関

心の高さが窺える有意義な研修となりました。

 
（業務部第１グループ 相山有美） 

 

市市街街化化調調整整区区域域のの開開発発行行為為研研修修会会  
１１月２６日（木）行政書士会館に於いて「市

街化調整区域の開発行為」という題目で、受講者

３１名の出席のもとで研修会を実施しました。 

講師は業務部第２グループリーダーの秋葉憲司会

員が担当致しました。 

秋葉会員は土地家屋調査士でもあり、土地関係

における経験豊富なスペシャリストで、体験談を

交えて初心の方でも納得できる判り易い講義だっ

たと思います。 

今回の研修会は、開発行為の中でも特にいろい

ろな許認可申請が絡み複雑な市街化調整区域内の

ものであり、その中でも特に行政書士に関係あり

業務の依頼も多い「都市計画法第３４条１４号」

の線引き前から親等が所有していた土地の子等が

住宅を建築するという条文を利用して住宅を建て

るという案件を中心に多岐にわたる法律関係を簡

潔にまとめて解説していただき、受講者にとって

も分かり易かったと思います。特に実際に自分で

受託した事例を取り上げて、書式、図面の例示ま

であり、初心者でもこれに倣って作成すれば間違

いの無い申請書一式が完成することが出来ると思

います。 

土地関係の業務は一つの事件を受託しますと、

それに付随していろいろな許認可申請がついてく

るものです。 

業務部第２グループでは、初歩の測量研修を実

施していますので、土地関係の業務をやりたい方

は受講していただきたいと思います。 

土地関係の業務は図面の添付が多いです。行政

書士の作成する土地関係の図面も現在は精度を要

求されます。光波測距儀も会で用意しましたので、

業務に利用してもらいたいと思います。測量をマ

スターして官公署の要求する図面を作成して提出

して下さい。 

研修は業務の道しるべにすぎません。是非受講

者の皆様は各人でさらに研鑚を重ねて、是非、魅

力的な土地関係の業務に参加されることを期待し

ます。 

（業務部第２グループ 福田勝守） 

 



 
 

－7－ 

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実実施施  
１１月１０日（火）、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、本会から業務部第４Ｇの深見史、

永島正志の両会員が相談員として対応を行った。

 
 本相談会は東京入管の後援のもと、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

無料相談会」事業の一環として行われたもので、

２０１２年から開催し、本年は第４回目となるも

のである。 

 当日の相談件数は６件で、国籍別に中国が３件、

ペルー、韓国、台湾がそれぞれ１件。相談内容と

しては、在留資格認定証明書交付申請、資格取得

申請、期間更新申請に係る添付資料の確認や記載

方法についてであった。当然のことながら、相談

に来た外国人はこれから入管窓口で申請をする目

的で来庁している方々であるので、上記の相談内

容になるのは至極当然のことである。 
 申請手続を専門とする我々行政書士は、外国人

が日本において安定的かつ継続的に、それぞれの

活動が円滑に行えるよう、入管当局や関係諸機関

との重要なパイプ役を担っていることに疑う余地

はない。多くの外国人の方々に行政書士業務を認

識してもらうためにも、入管庁舎内において相談

会を行うことは大変有意義なことと考える。 
最後に、相談会実施にあたり、例年同様、宇都

宮出張所の井澤太郎所長をはじめ、同出張所職員

の方々には様々なご協力をいただいたこと、この

場をお借りして感謝申し上げる次第である。 
（業務部第４グループ 永島正志） 

 
 

一一般般貨貨物物自自動動車車運運送送事事業業研研修修会会のの開開催催  
１１月１１日（水）１３時３０分より栃木県行

政書士会館２階に於いて、業務第１グループ主催

による「一般貨物自動車運送事業経営許可申請及

び貨物軽自動車運送事業経営届出研修会」を開催

しました。 
本研修会は、１０月１９日に栃木運輸支局の企

画輸送監査部門の専門官を講師にお招きし開催し

ました「一般貨物自動車運送事業」の続編で「実

務版」と位置付け、自動車関連業務のエキスパー

トである石井治夫会員に講師をお願いし実施致し

ました。 
研修は「軽貨物自動車」による運送事業の届出

書の作成要領と「一般貨物自動車」による運送事

業の許可申請書の作成要領について実務上の留意

点等を事細かく解り易く講義され、受講者全員が

許可申請書の作成について自信をもって臨めるよ

うになり、また、講義終了後も質疑応答が活発に

交わされるなど大変有意義な研修会となりました。

 
（業務部第１グループ 相山有美） 

 

 

  



－8－ 

 
 
 
毎回、私の邪悪で煩悩まみれの頭を悩ましてい

ます訪問先の選択ですが、私の天使のような地獄

耳が、足利支部女性部会の第２回会合がランチを

兼ねて１１月６日（金）に開催されるという情報

をキャッチしましたので、今回私が担当します当

欄は会員事務所を訪問するのではなくて、特別篇

としましてこの「女性部会」におじゃまさせても

らいました（内容は特別ではなく平凡！）。 

 

出席人数 

足利支部に女性会員は現在９名在籍されていま

すが、出席された女性会員は６名で出席会員を登

録順（グッド・アイディア）で紹介しますと、寺

田ソノエ、岩本正代、野口直美、宮下恭子、小沼

光代、村松慶子の各会員です。前回出席会員の７

名に引き続いての高い出席率でした。 

 

 

他会の状況は？ 

 宮下会員の調査によりますと、埼玉県行政書士

会朝霞支部内に「女性部会」が存在したようです

が、諸事情によって活動休止してしまったそうで

す。今後の活動の参考にするために「視察」する

計画もあったそうですが、白紙に戻ってしまいま

した。出席された７名で手分けをしまして、関東

近郊の「女性部会」の有無や「視察」の可否を確

認することとなりました。栃木会にも任意の女性

会員グループが存在するみたいです。交流も考え

ているみたいですので可愛がってあげて下さいね。 

 

事例研究 

 宮下会員宛に寄せられた相談を参考事例として

侃侃諤諤、喧々囂々、魑魅魍魎のディスカッショ

ンが行われていました（相応しくない四文字熟語

も交っていますが……）。ここで詳細を紹介する

事は出来ませんが、女性会員の方が受けやすい相

談内容は今後増えていくかもしれませんね。 

 

これからは…… 

 この「女性部会」、これからどのような形（支

部内での位置付けなど）で存続し運営されていく

のかはまだまだ未確定な部分も多々ある事も事実

です。行政書士は個人事業主でそれぞれが「一国

一城の主」ではありますが、独力で生きていける

ほど〝士業〟は甘くないと思います。横のつなが

りが重要です。得意分野を開拓し仕事を獲得して

いかなければならないのは当然ですが、不得意や

新規の分野の仕事が舞い込んできたときに教えて

もらえる同業者、もしくはお願いする事ができる

同業者がいる程心強い事はありません。 

 とりあえずは不定期に担当（幹事役？）を持ち

回りにしながらの活動ですが、末永く続く事を色

白の肌に潜む腹黒い心で祈るばかりです。 

 

私に出来る事 

 私に出来る事は、色白の肌に潜む腹黒い心で祈

るだけかと思っていましたが、もう１つありまし

た。グループの名付け親になってあげます。お任

せ下されば、ナイスなセンスで、かわゆくてキュ

ートでチャーミングなグループ名をネーミングさ

せて頂きます。もちろん無料ですよ！ 

（足利支部支局長 杵渕 徹） 

おじゃましま～す！特別編 おじゃましま～す！特別篇 会員事務所訪問コーナー 
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栃木県鹿沼市にある神社を紹介したいと思い

ます。この神社は、鹿沼市中心地からおよそ２５

ｋｍ程北西に位置した大芦川の源流に近い、標高

７００メートルにある神社です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正式名称は『古峰神社』と言います。この界隈

は読み方が少しややこしくて、『古峰神社』は『ふ

るみねじんじゃ』、『古峰ヶ原』は『こぶがはら』、

『古峰園』は『こほうえん』と呼びます。鹿沼人

は『こぶがはら』＝『古峰神社』の意味で話した

りするので、知らない人は混乱すると思います。 

この神社の歴史は古く、その歴史は、１３００

年余りの昔、神社の御祭神である日本武尊（やま

とたけるのみこと）の神徳を慕う藤原隼人が、京

都からこの地に神霊を祭ったのがはじまりだと言

われています。 

御祭神があの勇ましい日本武尊ですから御神

徳も素晴らしく、開運・防火をはじめ、海上守護・

五穀豊穣・交通安全・営業繁栄・身体健全など、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あらゆる心願成就をみちびく神様として信仰を集

めています。 

また、古峰神社は『天狗の杜』とも呼ばれ、神

社内には至る所に天狗の面が掲げられております。

これは日本武尊の使者が天狗だったことから、心

願成就の暁に奉納されたものだとのことです。 

さらに、日光開山の祖といわれている勝道上人

という僧侶が修行を積んだことから、日光山の修

験の道場として栄えてきたといわれています。特

に『深山巴の宿（じんぜんともえのしゅく）』は、

日光開山の勝道上人が、実際に修行の地として定

められた場所で、巴形に清水が湧き出る池があり、

現在は禊場として使用されている、とても神聖な

場所だそうです。パワースポットとしても有名で

す。是非、お越しの際は訪れてみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、１１月２９日に訪れましたが、深山巴の

宿付近は積雪しておりました。くれぐれも道路の

凍結等にお気を付けてください。 

古峰神社では、年末からお正月にかけてイベン

トも目白押しです。１２月１７日は遷座記念祭、

１２月２８日は天狗祭、１２月３１日は大晦大祓

式が予定されています。 

１月１日元旦からは、午前６時から一番祈祷が

始まり、翌１月２日からは午前７時から開始とな

るようです。是非、年末年始を利用して、来年一

年間の運気アップを図ってみてください！ 

（支局長 小太刀庸恭） 
 
 

支局かわら版
【古峰神社（ふるみねじんじゃ）】 

鹿沼支部 
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【塩 那】 

塩塩那那支支部部研研修修旅旅行行  

１０月３１日（土）肌寒い日ではありましたが、

支部会員及びその家族合わせて１６名で福島県に

研修旅行に行って参りました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 行先は、あぶくま洞、スパリゾートハワイアン

ズ、いわき・ら・ら・ミュウの３か所でした。 
 最初のあぶくま洞では、外気温より温かい洞内

で８０００万年前からの大自然の営みを満喫しま

した。私はほとんど屈んでしか通れない、探検コ

ースに挑戦しました。 
次のスパリゾートハワイアンズでは施設内の

レストランで楽しく昼食を取り、気温２８度の中

汗をかきながらポリネシアンショーを観覧し、最

後いわき・ら・ら・ミュウでは復興支援の意義を

こめ、魚介類等のおみやげをたくさん買って帰り

ました。 
日帰りの旅行でしたが、普段あまり顔を合わせ

ない会員さんとも話ができ、大変有意義な、楽し

い旅行となりました。 
参加された皆様大変お疲れ様でした。 

（支局長 岡村浩雅） 
 
 

無無料料相相談談会会のの実実施施  

１１月３日（火・祝）矢板市役所駐車場にて開

催された「矢板福祉まつり」の会場にて塩那支部

無料相談会を実施致しました。 
 当日は矢口支部長はじめ地元矢板市の会員を中

心に９名で対応させて頂きました。内容は、境界

確定１件、遺言１件、成年後見について１件、農

地法３条許可について１件、その他１件の合計５

件の相談が寄せられました。 
それぞれ専門分野・得意分野である会員が対応

し、問題解決への道筋を示すことができました。 
矢板市の関係者からは、「毎年出店されていま

すよね」といった言葉をかけて頂きましたが、行

政書士の認知度はまだまだと実感しております。 
やはりこういった機会を通じてアピールする

ことが大事だと感じます。 
来年からは、私の地元さくら市と合わせ支部内

２か所での無料相談を予定しております。多くの

人達に寄って頂けるようしっかりと準備をして臨

みたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（支局長 岡村浩雅） 
 
 
【足 利】 

市市民民公公開開セセミミナナーーをを独独自自にに開開催催へへ！！  

１１月１９日（木）午後５時３０分から足利市

民プラザにおいて、足利支部役員会が１３名出席

のもと開催されました。主な議題としましては市

民公開セミナー開催に関する件でした。 

佐野支部と交互に開催していた市民公開セミナ

ーですが、今年度は足利支部担当の順番でしたの

で、早々と２月２０日の会場（市民プラザ）を押

さえておいたのですが、県会の決定では今後は小

山、栃木、佐野、足利の４支部の持ち回りとなり

今年度は小山支部が開催するとの事でした。 

市民セミナー開催の可否について役員会で話し

合った結果、せっかく会場を予約した事もあり（キ

ャンセル料も発生！）、県会からの助成はないとし

ても足利支部独自で市民公開セミナー＆無料相談

会を開催する事となりました。テーマについては

相続、遺言、成年後見で講師は女性会員が分担し

て担当する事になりました。問題は集客という事

支 局 情 報 
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になりますが、市民にアピール出来て集客につな

がるキャッチーなタイトルでチラシを作成して、

関係各所に配布することになりました。 

その他、足利市での行政相談や外国人相談など

について侃侃諤諤の意見交換をしまして、午後７

時に終了した後に、懇親会で更なる喧々囂々の意

見交換を行った後、自転車で家路につきました。 

（支局長 杵渕 徹） 

 
 
【小 山】 

法法のの日日合合同同無無料料相相談談会会  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１１月３日（火）思川道の駅にて、土地家屋調

査士会小山支部と合同で無料相談会が開催されま

した。相談件数は６７件、開場前から多くの相談

者が受付に来られて大盛況となりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 その中でも私が心に残ったエピソードをお伝え

します。 
 私が受付をしている際、「○○について相談でき

るんですか」と怒った様子で尋ねてくる相談者が

いました。私は心配しながらも「できますよ」と

中へ案内しました。３０分後くらいに相談を終え

て出てきたその人は「やっぱりダメだったか～」

とこぼしながらも、顔はとてもにこにこしていま

した。直接解決には至らなかったようですが、と

ても納得した様子で帰って行かれました。 
 中でどういう話があったのかは分かりませんが、

相談員が納得のできない不満を拭い去ってあげた

に違いありません。 
 こういうものを目にすると、この相談会が市民

の役に立っているのだと実感できます。 
（支局長 野村泰紀） 

 
 

小小山山支支部部研研修修旅旅行行  

１１月２８日（土）小山支部で横須賀への研修

旅行がありました。栃木支部の会員の方々と、法

の日合同無料相談会でお世話になった土地家屋調

査士の松本支部長を加え合計２９名でのバス旅行

となりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事故渋滞と重なり一時は乗船に間に合わない

のではないかと思われましたが、なんとか無事予

定通り到着しました。 

 横須賀に着いてからは、猿島探索と遊覧船観光

の２グループに分かれての行動となりました。 

 私は猿島探索のグループでしたが、島内を歩き

回りへとへとになりました。運動不足の会員も多

いと思いますので少しは解消されたのではないで

しょうか。また、昔の軍事施設の面影が至る所に

ありとても興味深い場所だと感じました。 
 再び合流しお昼を食べて集合写真を撮り、戦艦

三笠を見学し、帰宅となりました。 
 この研修旅行を通じ小山支部の親睦も図れ、と

ても有意義なものとなりました。 
（支局長 野村泰紀） 
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【栃 木】 

栃栃木木支支部部懇懇親親会会  

栃木支部では１０月３１日（土）に大平山の麓

にあるサンランド栃木で秋のバーベキュー親睦会

を開催しました。 

 会場は屋根付きの施設で、食材から飲み物まで

全てが用意され、参加者は体一つで集まるだけの

便利な会場です。 

 当日は曇り空でしたが、１０名の酒好きが集ま

り夕暮れ迫る４時に乾杯の掛け声と共に親睦会が

始まりました。 

 日々の仕事を忘れ趣味や世間話しに花を咲かせ、

秋の風情を満喫しながらの楽しいひと時でした。 

（栃木支部副支部長 風間 洋） 

 
 
 
 
 
 
 
 
この記事を書いているのは１１月下旬なので

すが、コンビニに年賀状のコーナーが出来ていて、

そろそろ準備しなくちゃいけないな、と思ってい

る今日このごろです。 
毎年、自分で年賀状を作っているので、イラス

トや言葉など干支にちなんだものを調べていた時

に、来年の干支【申】さるについて面白い内容が

ありましたのでその話をしたいと思います。 
来年の干支の【申】の本当の読みは「さる」で

はなく、本当は「しん」と読むそうです。 

その【申】という漢字は、「雷」の原字で、元々

「稲妻」を表した象形文字になります。また、稲

妻は、屈折しながら、あちこちの方向に走ること

から、【申】を「のびる」という意味や「もうす」

という意味で使うようになりました。申告や申請

という漢字がありますが、そういう漢字の意味か

らきているそうです。 

つまり、【申】と「猿」はまったく関係はない

そうです。有力な説として、昔は字を読めない人

も多かったため、干支の十二支を広く庶民にも理

解してもらうために、わかりやすく憶えやすくす 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る目的で、【申】には動物の「猿」を割りあてたと

いわれています。 

そうなのだと感心しましたが、なんだかお猿さ

んのイラストが使いづらくなってしまいました。

知らない方が良かったかもしれません。 

ところで年賀状に関しては、年始に新しい年の

挨拶状を贈るのは、節目をつけるいい習慣だと思

っていますが、この作業がなかなかどうして、案

外にも骨の折れる作業になります。こう見えて凝

り性なのもその原因であると思いますが・・。 
その中でひとつこだわっているところがあり

ます。それは、宛名は必ず手書きしていることで

す。決して字が綺麗なわけでもないのですが、毎

年手をプルプルさせながら書いています。 
例年こたつに入って、みかんなんかをつまみな

がら宛名書きをしていると、飼い猫に邪魔をされ

てみたり、家族からは印刷を勧められてみたりす

るのですが、宛名を書きながら、今年あったいろ

いろなことを思い出して、一言添えたりする大切

な時間なので、これは続けていきたいと思ってい

ます。 
（那須支局長 熊田慎一） 
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標記の件について、栃木県警察本部交通規制課より周知依頼がありました。 

台風１８号等による豪雨に伴い、被災された方が行う運転免許証再交付等の申請につきましては、

栃木県手数料条例及び栃木県警察関係手数料条例に基づき、手数料を免除することになりました。 

詳細につきましては、当会ＨＰ会員専用「トピックス」をご覧下さい。 
 
 
 
 

 日 予  定 時  間 主  催 

6 水 総務部会 13:30~ 総務部 
足利支市民相談室 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 

8 金 賀詞交歓会（於：ホテル東日本宇都宮） 16:00~  
12 火 編集会議 13:30~ 広報部 
13 水 ＴＩＡ相談会 10:00~ 業務第４グループ

申請取次新規受付 
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 

14 木 登録説明会 10:00~ 総務部 
15 金 会館建設特別検討委員会 10:00~ 会館建設特別検討委員会 
18 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 

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 
20 水 ＫＩＦＡ相談会 10:00~ 業務第４グループ

グループ会議 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 

21 木 国有財産に関する申請業務について研修会 13:30~15:00 業務第２グループ

24 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 

27 水 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）※要事前予約（先着４名 予約先：行政書士 会小山

支部 田村晋也 0285-45-0297） 

10:00~12:00 小山支部 

28 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（先着４名 予約先：行政書士会小山支部 生田

目安夫 0285-52-2350） 

10:00~12:00 小山支部 

29 金 登録説明会 10:00~ 総務部 

栃木県行政書士会カレンダー（１月） 

平成２７年９月関東・東北豪雨被災者への各種手数料の免除に
ついて          ～栃木県警察本部交通規制課より～ 
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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 

726 H27.11.4 
総務省からの番号利用法施行に伴う本人確認書類として個人番号カードを

用いる際の留意事項等について（会員周知願い） 

  H27.11.6 平成 28年度定時総会の開始日程について（お知らせ） 

755 H27.11.6 
改正行政不服審査法に基づき地方公共団体に設置される第三者機関の委員

の候補者等に関する情報提供について（お願い） 

719 H27.11.11 平成 27年度版行政書士関係法規集の送付について 

752 H27.11.11 平成 27年 11月分会費納入について(お願い） 

819 H27.11.20 「成年後見制度シンポジウム」会員への周知について（お願い） 

797 H27.11.20 舗装の切断作業時に発生する排水の処理について 

799 H27.11.26 日本行政書士会連合会事務局の体制について 

841 H27.11.26 各単位会における行政書士記念日事業について 

842 H27.11.26 理事会の議事結果について 

847 H27.11.26 平成 27年度特定行政書士法定研修の修了日について（お知らせ） 

843 H27.11.30 国土交通省 OSSシステム更改に伴う新ポータルサイトの機能確認について 

852 H27.11.30 
特定個人情報保護基本方針（準則）及び特定個人情報保護規則（準則）につ

いて 

854 H27.11.30 平成 28年新年賀詞交歓会及び理事会の開催について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日行連だより 

必ずチェック 最低賃金 使用者も、労働者も。 

【地域別最低賃金】特定最低賃金が適用されないすべての労働者に適用されます。 

最低賃金の件名 時間額 効力発生日 

栃木県最低賃金 ７５１円 平成 27年 10 月 1日 

【特定最低賃金】18歳未満又は65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。 

最低賃金の件名 時間額 効力発生日 

塗料製造業 ８８８円 

平成 27年 12 月 31日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 ８３５円 

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機

械器具製造業 
８３６円 

自動車・同附属品製造業 ８４０円 

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、

医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製

造業、医療用計測器製造業、時計・同部品製造業 
８３５円 

各種商品小売業 ８００円 

詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室（電話028-634-9109）へ。又は最寄りの労働基準監

督署へお問い合わせください。 
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国土交通省より、舗装の切断作業時に発生する排水の処理について、産業廃棄物として適正に処理

を行うよう、各地方整備局に対して事務連絡が発出されております。 

詳細につきましては、当会ＨＰ会員専用「トピックス」をご覧下さい。 
 

 

 
 
今般、軽自動車検査協会より「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律」が施行されることに伴い、平成２８年１月以降に、自動車重量税還付申請書である軽第４号

様式の３が改正されます。 
詳細につきましては、当会ＨＰ会員専用「トピックス」をご覧下さい。 
 

 

 

 
 
内閣府より「高度人材ポイント制」の利活用推進が求められました。 

高度外国人材受入れ促進にあたっては、「『日本再興戦略』改定２０１５」（平成２７年６月３０

日閣議決定）において、「高度人材ポイント制」等について、戦略的に広報する仕組みを速やかに立

ち上げ、周知と利活用を図ることとされており、取組強化が求められております。 

詳細につきましては、当会ＨＰ会員専用「トピックス」をご覧下さい。 
 

 

 

 
 
この度、日行連の第二業務部にて、今後ますます増加すると見込まれる高齢者人口及び成年後見制

度の利用に対し、行政書士の果たすべき役割を考えるシンポジウムを次の通り開催いたします。 
 
タイトル：成年後見制度シンポジウム 

『介護の実態と成年後見制度における行政書士の役割』 
 
日  時：平成２８年１月２７日（水）１３:３０～１６:５０ 

 
場  所：秋葉原コンベンションホール ２階「コンベンションホール」 

東京都千代田区外神田１－１８－１３秋葉原ダイビル２Ｆ 
 
講  演：結城 康博 様（淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科教授） 

小橋 建太 様（株式会社Ｆｏｒｔｕｎｅ ＫＫ代表取締役・元プロレスラー） 
 
そ の 他： 

・詳細につきましては、日行連会員サイトに掲載し、最新の情報を会員の皆さまへお知らせして

いく予定です。 

・ご参加については特設ページ（http:// ngr-kouken.com/）からお申込みください。 

・シンポジウムの報告については、後日月刊日本行政に掲載される予定です。 

 

「成年後見制度シンポジウム」会員への周知について（お願い）
                       ～日行連より～ 

舗装の切断作業時に発生する排水の処理について
                       ～日行連より～ 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行

に伴う申請書軽第 4 号様式の 3 の改正について     ～日行連より～ 

「高度人材ポイント制」の利活用推進について（お願い）  
～日行連より～ 
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「なるほど！ ザ・契約」研修会を２月からシリーズで開催します。（事前案内） 

業務部第５グループ 

 
２８年２月から契約書作成のための民法を学ぶ研修会を１０回シリーズで開催します。 
すべて受講されても、興味のある内容の回だけ受講されても構いません。契約に関する民法を

再確認して業務に生かしてください。 
（第１回の申込みは次号（会報１月号）で受け付けます） 
 
○研修内容（各回とも時間はすべて１３：３０開始、１６：４０終了です） 

回 日にち 項   目 講 師 詳   細 

１回目  ２月２６日（金） 契約って何？ 

金田修治 
契約の基礎総論に 
ついて学びます。 

２回目  ３月１８日（金） 契約成立～!! 

３回目  ４月２２日（金） えっ！ 契約の解除？ 

４回目  ５月２７日（金） ｢俺の｣贈与、売買① 

松岡英彦 

ひな形を使い 
契約の各論を 
解説していきます。

５回目  ６月２４日（金） ｢俺の｣売買② 

６回目  ７月２２日（金） ｢俺の｣売買③、消費貸借①

７回目  ８月２６日（金） ｢俺の｣消費貸借②、使用貸借

８回目  ９月１５日（木） ｢本気の｣賃貸借 

久我臣仁 ９回目 １０月１３日（木） ｢本気の｣雇用、請負 

10 回目 １１月１７日（木） ｢本気の｣委任 

 
○研修場所 
栃木県行政書士会館２階 
 

○基本テキスト 
５００円（複数回受講する方も１度の購入でＯＫです） 
 

○受講料 
 各回５００円（基本テキスト以外に、各回の資料が付きます） 

 
○その他 
受講者は六法を用意してください。（スマホやタブレットでの閲覧でも可） 
 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 参 考 図 書 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
 

 民法に関係する図書をご案内します。研修会に参加する人はもちろん参加しない人にも参考に
なる本です。 
 
「民法はおもしろい」（講談社現代新書）池田真朗・著、760 円（税別） 
 
「民法１ 総則・物権法」第三版（勁草書房）我妻榮､有泉亨､川井健・著、2,200 円（税別） 
「民法２ 債権法」第三版（勁草書房）我妻榮､有泉亨､川井健・著、2,200 円（税別） 
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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 

1／21 国有財産に関する申請業務について 無料 １/１４  － － 

 

 

支部名  会員氏名

 
補助者出席の場合は下

記の該当する方に○を

付けて下さい 

ＦＡＸ  
補助者 

氏名 

 会員及び補助者の出席

・ 
補助者のみの出席 

 

※ 研修会申し込み後、やむを得ず欠席される場合は、早めに事務局までご連絡下さいますようお願

いいたします。 

 

 

 

募 集 

国有財産に関する申請業務について        業務部 第２グループ主催 

○開催日時 

平成２８年１月２１日（木）１３：３０～１５：００ 

○開催場所 

栃木県行政書士会館２階 

○研修内容 

 ・国の財政状況について 

・土地境界確定申請、普通財産売払申請等について他（昨年度の研修会とほぼ同内容） 

○対 象 者 

会  員 

○講  師 

財務省 関東財務局 宇都宮財務事務所 

○受 講 料 

無  料 

○締め切り 

 １月１４日（木） 

※研修会場が変更になる場合があります。変更になる場合は、申込者各位へＦＡＸで 
通知するほか、会員専用ホームページのトピックスにも掲載いたします。 
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新規申出（１１月）          １名 

更新申出（１１月）          １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） １０３名 

 

※新規の手続きは予約制です。更新の書類締切は毎月

１５日です。 

詳細は、会のホームページ－会員専用ページ－各種デ

ータ－事務局関連をご覧ください。 

栃木会の申請取次行政書士の動向 

<
広
告> 

事務局よりお知らせ 

12/29(火)～1/3(日)は 

年末年始休暇となります。

よろしくお願いします。 

Windows10 へのアップグレードにご注意ください 

Windows7～8.1 の PC をお使いの場合、

左のような画面が表示されて Windows10

へのアップグレードを促されますが、PC

メーカーが指定するアップグレードの対

象機種でない場合、トラブルが起きてもサ

ポートされない可能性があります。 

また、対象機種でも PC メーカー指定の

手順を守らないとトラブルが起きる可能

性があります。 

詳しくはお使いの PC メーカーのサポー

トページをご覧下さい。 
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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 名 

電   話 備 考
所  在  地 

 佐 野 
H27.11.1 

327- 

0833 

浦野克敏行政書士事務所 
0283-24-4444  

浦野 克敏 佐野市若宮上町 8-17 

 佐 野 
H27.11.1 

327- 

0103 

行政書士事務所夢工房 
080-1028-3281  

荻野 友義 佐野市石塚町 2704 

 塩 那 
H27.11.15 

329- 

1233 

行政書士堀江事務所 
028-615-7836  

堀江 崇夫 塩谷郡高根沢町大字宝積寺 2361-1 

 日 光 
H27.11.15 

321- 

1271 

小池正行政書士事務所 
0288-25-6391  

小池 正 日光市並木町 3-3  福田ビル 2FA 

【退 会】 

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 小川 博久 H27.11.12 廃 業 宇都宮 黒川 幸司 H27.11.30 廃 業 

【変 更】                             

支 部 氏 名 変更事項 変 更 内 容 

宇都宮 眞分 大輔 事務所名/電話番号 眞分大輔行政書士事務所 / 090-4756-1798 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

栃木県行政書士会員の動き

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）

（平成 27年 11 月 30 日現在）

行政書士とちぎ 12 月号 №468 

発行人  栃木県行政書士会 会長 横山 眞 
〒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 

帰り新参者ですが、「行政書士制度」の

Ｐ．Ｒ．のため頑張りたいと思います。 

向寒の折、読者の皆様には御身ご大切

に、ご自愛下さい。そして、少々早いの

ですが、良いお年をお迎え下さい。 

（小室明男） 

毎年恒例の賀詞交歓会を開催致します。今回は特別 

ゲスト「めおと楽団ジキジキ」が盛り上げます。 
 
日 時：平成２８年１月８日（金）１６:００～ 

 
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 
 
※参加希望の会員の方は、11 月号に同封の案内文書にある 

申込書でお申込みください。（申込締切日：12/21(月)） 

平成 2８年 賀詞交歓会のご案内 
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