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栃木県第１号の道の駅である「道の駅もてぎ」では、５日の「こどもの日」を前に

鯉のぼりが、気持ち良さそうに空を泳いでいます。この鯉のぼりは、町民から寄贈さ

れたものだそうです。花壇には、約２万株のパンジーが見頃になっています。 
 

鯉のぼり 年に一度の 晴れ舞台 
吉川 山頭火

 

今月の表紙 
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 ４月２７日（水）１８時３０分より、栃木県庁

舎１５階にある展望レストラン、「ダイニング十五

夜」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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 手塚理恵政連幹事長の司会のもと、横山眞会長、

宮嶋幸雄運協会長の主催者挨拶によって始まりま

した。その後、知事からの挨拶を頂きました。こ

の日知事はいくつかの事柄に言及され、そのうち

の１つに、とちぎの“みつばちいきいきプロジェ

クト”というお話がありました。そのプロジェク

トというのは、栃木県本町合同ビル屋上２階に巣

箱を２つ設置し、県庁周辺のトチノキだけから、

はちみつを採取するというものです。巣箱見学ツ

アー等も開催されるそうです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 最後に諏訪利夫議連副会長、青木勇夫政連会長

の挨拶によっておひらきとなりました。 
 
 この晩知事は各テーブルを回り、参加者５５名

とゆっくり懇談なさっていました。この会は知事

との交流を深めることができる良い機会ですので、

是非多くの方に参加してほしいものです。 
（総務部 オブライエン奈美） 

 

 

 

 

４月１５日（金）行政書士会館２階会議室にて、

平成２８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。理事３５名中、出席者は

３０名。  
  
《議案》  
議案第１号  栃木県行政書士会会館建設検討特別

委員会規則の廃止について 

会館建設検討特別委員会規則には、委員の任期

が平成２８年３月３１日までと規定されており、

委員会の目的である今後の会館の在り方について

は、委員会より会長に報告があり、また本理事会

においても今後の具体的な検証等については総務

部が担当していくこととなることに関して会長よ

り説明が行われ、可決承認された。  
  
議案第２号  講師派遣に関する規則の改正および

栃木県行政書士会講師料支払規程の設置について  

議長と総務部より、平成２７年度第３回理事会

に続いて審議されることになった本規則規程に関

して、会長および業務部ならびに総務部との協議

が重ねられ、改正案がまとめられたとの説明があ

り、質疑応答が行われた後、可決承認された。   
 
議案第３号  支部助成金の基準等について  

総務部より、各支部からの要請を受け、支部助

成金の金額等を明確にするための改正に関して説

明および質疑応答が行われた後、可決承認された。  
  
議案第４号  会費の免除申請について  

  会員から災害に罹災したことにより業務が執り

行えないことを理由に免除申請があったため、総

務部より説明が行われた後、可決承認された。  
 
議案第５号  平成２８年度顕彰候補者について  

 各候補者とも規程を満たしていることに関して

栃木県行政書士会 

福福田田富富一一知知事事をを囲囲むむ会会開開催催 

平平成成２２８８年年度度第第１１回回理理事事会会開開催催 



 
 

－3－ 

説明が行われた後、可決承認された。  
  
議案第６号  総会に付議すべき事項について 

・総会議案第１号 平成２７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２８年度事業計画並びに

同予算について 
・総会議案第３号 日本行政書士連合会定時総会

に関する事項について 
 
総会に付議すべき上記事項に関して会長およ

び各担当部より報告説明および質疑応答が行われ

た後、可決承認された。   
  
議案第７号  議案第２号、第３号、第６号におけ

る字句の一部修正委任について 

  第２号、第３号、第６号の議案が可決承認され

たため、各規程等の改正・制定に当たって、本文

の趣旨に反しない字句の修正を総務部に一任して

頂く旨の説明がなされ、可決承認された。   
 
 《支部長との意見交換会》 
（１） 支部長会からの要望について 

① 広報月間の無料相談会開催について 
② 事務所調査について 
③ 支部助成金について 
④ 理事定数について 
⑤ 支部再編成について 

 上記について支部長会からの要望を受け会長よ

り協力についての説明があった。 
 
 
 
 

（２） 総務部より依頼事項について 
① 支部総会の議事録の写しおよび資料の提

出について 
② 支部規則の提出について 
③ 福利厚生旅行共済の検討お願いについて 

 上記について総務部が依頼の説明を行い、質疑

応答が行われた。 
  
なお、協議事項以外の意見ではあったが、今年

度より改正となった農業委員の制度について情報

交換が行われるなど、本会と支部との連携協力に

ついて有意義な時間となった。 
 
《報告事項》  
（１）日本行政書士会連合会の近況報告  
（２）会館建設検討特別委員会の報告 
（３） 平成２７年度行政書士試験実施結果の報告  
 

 
（広報部  松本智美）  

  
 

 

４月２２日（金）「なるほど！ザ・契約」１０

回シリーズの第３回目が開催され、１７名の会員

が受講しました。講師は引き続き宇都宮支部の金

田修治会員にお願いしました。 
 

今回の内容は、①危険負担②解除③解除の効果

について、事例を挙げてよりわかりやすく、また、

契約書を作成するうえでのその必要性についての

解説がありました。 
１０回シリーズの研修も今回で契約の基礎総

論についての講義が終了し、次回からは各論に入

っていきます。途中からの申し込みも出来ますの

で、広報紙をご覧いただきぜひお申し込みくださ

い。 
金田先生お疲れ様でした。そしてありがとうご

ざいました。 
（業務部第５グループ 中三川浩志） 

 

ななるるほほどど！！ザザ・・契契約約  第第３３回回開開催催 

※最新の会則・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。
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今月は宇都宮支部の八木功会員の事務所へお

じゃましました。 

 

 

 

 

 

 

 

氏  名： 八木 功 
 
氏  名：八木 功（やぎ いさお） 
事務所名：行政書士八木功事務所 
住  所：宇都宮市大塚町１３－９ 
入 会 日：昭和５７年１月１４日 
 
～行政書士になったきっかけについてお聞かせ

ください。 
 私が行政書士になったのは父の影響です。今か

ら約５０年前に、父と母でこの事務所をスタート

させました。初めは補助者として父の仕事のサポ

ートをしていましたが、後に私自身も行政書士資

格を取得し、昭和５７年に登録をしました。 
 
～主な取扱い業務は何ですか？ 
 自動車登録、それに付随して車庫証明や緑ナン

バーの申請業務が主体です。 
 

～業務を行う上で気を付けている事はあります

か？ 
 お客様に不愉快な思いをさせないことですね。

かと言って、全てお客様の言いなりになるわけで

はなく、無理なものはきちんとお断りするように

しています。 
 

～趣味はなんですか？ 
 読書ですね。宮本輝先生や重松清先生の本が好

きで、よく読んでいます。最近では、宮本輝先生

の「田園発港行き自転車」という作品を読みまし 
 

 
 
 
た。あとは、ＮＨＫ第一の「ひるのいこい」をよ

く聞きます。ゆったりしたのが大好きなんです。 
 
～休日はどうお過ごしですか？ 
 家で本を読んでいることが多いですね。穏やか

にのんびりと過ごしています。 
 
～先輩から新人会員に向けて一言お願いします。 
 色々な事に挑戦することです。私達が若いころ

は、ある程度型が決まっていましたが、昔と比べ

ると時代の変化と共に様々な事に対応しなければ

ならない時代になっていると思います。それゆえ、

若者には色々な事に挑戦していってもらいたいで

す。若い方々が頑張っていることは大変素晴らし

く嬉しいことです。 
 
 
八木会員の事務所は、とっても穏やかで、優し

い雰囲気に包まれた事務所でした。お客様が座る

カウンターには、籠いっぱいの飴やチョコレート、

キャラメルが準備されており、お客様への細かな

心遣いが感じられました。私が事務所へお邪魔し

ている間にも、途切れることなくお客様が来所さ

れ、八木会員はお客様一人一人に対して、とても

丁寧に「ありがとうございました」とお礼を伝え

ていました。丁寧で暖かい接客をする八木会員の

お人柄が伺えました。事務所の皆様も笑顔が素敵

で、私もほっこりした気持ちになりました。 
 
私も八木会員のような穏やかで優しい気持ちを

もって業務に取り組みたいものです。 
 
八木会員、事務所の皆様、お忙しいなかご協力

いただきありがとうございました。 
 

（支局長 羽石真弓） 

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 



 
 

－5－ 

 

 

 

支局長になって、初めての支局かわら版となり

ます。 

まず、「塩那」支部ってどこ？と思った方も多

いと思います。塩谷地域（さくら市・矢板市・高

根沢町・塩谷町）と南那須地域（那須烏山市・那

珂川町）を指します。今回は私の地元でもある、

さくら市の氏家ゆうゆうパークを取り上げます。 

氏家ゆうゆうパークは、旧氏家町の町制１００

周年事業として、鬼怒川の河川敷を利用した公園

です。 

さくら市の桜の名所でもあり、延長１５６０ｍ

の堤防に４６５本のソメイヨシノが植栽されてい

ます。例年４月上旬には圧巻の桜並木を見ること

ができ、大勢の花見客でごった返します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜の季節以外でも、とちぎのふるさと田園風景

百選に選定されている風景をバックに一周２キロ

のウォーキングコースや氏家フットパスという名

称の鬼怒川の流れのすぐ脇を通るウォーキングコ

ースもあります。 

 また、写真のような健康遊具も用意されており、

平日でも体を動かす方や、犬の散歩をする方など

多くの方が思い思いに利用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 他にも、園内には芝生公園・ながれ・大池など

が整備され、家族連れでのピクニックや散歩がお

ススメです。 

 これからの季節、たまには日常の喧騒から離れ

のんびりと芝生の上に寝ころがるのもイイですね。 

是非、皆様一度足をお運びください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏家ゆうゆうパーク 

〒３２９－１３１１ さくら市氏家１３１７ 

 

問い合わせ 

鬼怒川河川公園管理棟   028-681-1339 

さくら市建設部都市整備課 028-681-1120 

（支局長  岡村浩雅） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支局かわら版
氏家ゆうゆうパーク 

塩那支部 

新規申出（４月）          ２名 
更新申出（４月）          ２名 
申請取次行政書士（４月末現在） １０５名 

 
※新規申出は面談の上、受け付けますので予約制となります。（予約先：０２８－６３５－１４１１）

 次回の予約締切日：５月３１日（火） 受付日：６月８日（水）時間は予約時に案内します。 
※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 
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【宇都宮】 

宇宇都都宮宮支支部部第第１１回回理理事事会会開開催催  

 ４月７日（木）行政書士会館２階において、平

成２８年度第１回理事会が開催され、理事及び監

事 １９名が参加しました。 

５月１４日（土）に開催される宇都宮支部定期

総会開催について、議案書の原案を基に各担当よ

り事業報告及び事業計画等の報告が行われました。

また、来年度の役員改選に向け、役員の選考方法

についても議論がなされました。 

支部事業を円滑かつ適切に行うためには、支部

事業への積極的な参加協力ができる事はもちろん、

支部の皆様が活動をしやすくするためには各々何

ができるかを考える姿勢が必要になります。現役

員である私達も気を引き締め、今年度新たな気持

ちで支部の事業に誠心誠意取り組んでいきたいと

思います。 

（支局長 羽石真弓） 

【塩 那】 

塩塩那那支支部部定定時時総総会会のの開開催催  

４月１７日（日）午後５時～さくら市喜連川 

ホテルニューさくらにて、平成２８年度の定時総

会が開催されました。 

来賓として、県行政書士会 横山会長の出席の 
もと、２０名の会員の皆様に出席頂きました。 
 議事として、第１号議案 平成２７年度の事業

報告、第２号議案 平成２７年度 決算報告並び

に監査報告、第３号議案 平成２８年度 事業計

画（案）、第４号議案 平成２８年度予算（案）が

審議されました。 
特に第３号議案について、支部研修会の内容に

ついて、支部研修旅行については様々な意見が出

され、熱い議論がなされました。 
定時総会終了後は懇親会が開催され、おいしい

料理のもと会話の花が咲きました。 
その後、日本三大美肌の湯である喜連川温泉を

堪能させて頂きました。 
参加された会員の皆様、お疲れ様でした。今年

度もよろしくお願い致します。 
（支局長 岡村浩雅） 

 
 
【小 山】 

春春のの交交通通安安全全市市民民総総ぐぐるるみみ運運動動  

４月６日（水）午前７時３０分から「春の交通

安全市民総ぐるみ運動」への協力として、市内羽

川交差点にて啓発チラシの配布運動を行いました。 
この運動には小山支部として毎年数回協力し

ていますが、前回が雨で中止だったこともあり、

約半年ぶりの活動となりました。 
今回は晴天にも恵まれ、小山支部からは１０名

ほどの参加があり、多くの市民の皆様へチラシを

お渡しすることができました。 

支 局 情 報 
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警察官の話によると数か月前にもこの付近で

小学生が事故に遭い尊い命が失われたということ

でした。 
 このような地道な活動で、少しでも市民の皆様

の安全啓発に協力できたらと思うのと同時に、自

分自身が当事者とならないように運転には細心の

注意を払いたいものです。 

 

（支局長 野村泰紀） 
 

小小山山支支部部第第１１回回理理事事会会のの開開催催  

４月１４日（木）午後５時半から和膳処くぼ多

にて第２回理事会が開催されました。 

 

 あいさつ、経過報告、議案の審議、連絡事項と

つつがなく進行しました。議案の中では土地家屋

調査士会との合同相談会や、そのための予算につ

いて議論がされました。 
 理事会は１時間ほどで終了し、その後食事と歓

談を楽しみ小山支部の親睦を深めることができま

した。 
（支局長 野村泰紀） 

 

【栃 木】 

栃栃木木支支部部定定期期総総会会のの報報告告  

平成２８年度栃木県行政書士会栃木支部定期

総会が、平成２８年４月２８日（金）午後４時よ

り、栃木サンプラザにおいて開催された。 

支部会員総数  ８０名 

合計出席会員数 ５７名 

（出席会員数２３名、委任状出席会員数３４名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のとおり会員の出席があり、栃木支部規則

第１３条により本総会は有効に成立することが

確認され、定刻、石塚会員司会のもと、風間副支

部長の開会のことばにより総会が開催された。 

松本明支部長の挨拶の後、来賓の毛塚勝行県会

副会長、青木裕一小山支部長、神山忠雄鹿沼支部

長より祝辞を賜った。 

 司会者一任により議長は古澤悦夫会員が選任

され、支部規則第１７条により議長が議事録署名

人に山ノ井一男会員を、書記に綾部一成会員を任

命した。以上を次第に従い行った後、議案審議に

入った。 

第１号議案 平成２７年度事業報告 

第２号議案 平成２７年度決算報告・監査報告 

第３号議案 平成２８年度事業計画（案） 

第４号議案 平成２８年度予算（案） 

その他 

その他につき、松本支部長より、 

①田邉勇輝会員の事務所法人化の報告 

②栃木市農業委員の公募に対し綾部一成会員を

推薦する決定が栃木支部役員会においてなさ

れた旨の報告 

③新入会員２名(福田雅友会員、大塚文子会員) 

 入会予定者１名(太田代芳代氏)の紹介 

がされた。 

すべての議案につき原案のとおり承認された

ことを報告申し上げます。 

（支局長 綾部一成） 
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【那 須】 

支支部部役役員員会会のの開開催催  

 ４月２２日（金）午後４時から、那須塩原市に

ある（桜蘭）にて平成２８年度第一回那須支部役

員会を実施しました。参加会員は１２名でした。 
 議事内容は、平成２７年度の事業実績及び収支

決算の報告、今年度の事業計画ならびに収支予算

編成についての審議を行いました。 
総会は５月１３日を予定しており、そこへ向け

た活発な意見が交わされました。また、昨年度の

那須支部での事業として支部のＨＰの作成・公開

が注目すべきものとなります。３月末をもって公

開しておりますので是非ご覧ください。 
◆ホームページアドレス 
http://tochigigyosei.wix.com/nasu 

 
 

 

 
 

（支局長 熊田慎一） 

 

 

 

 

 

 

 

あれっ、電気がつかないぞ？ 

正確に言うと、スイッチをオンにしたのに電灯

が点灯しない。他の部屋の電灯のスイッチをオン

にしてもやはり点灯しない。でも、ノート型パソ

コンは立ち上がり始めている。でも、冷蔵庫もそ

の機能を停止している。私の機能も停止してしま

いそうだが、やっと、事態を理解し始めた。電気

の供給が停止しているのだ。それでは、なぜノー

ト型パソコンだけ……。おそらく充電バッテリー

で機能しているのだと思われる。なるほど……。 

 ３連休の初日である３月１９日（土）午後５時

過ぎの出来事。お昼には電気を使った記憶がある

が、２時過ぎに顧問先に出かけて帰って来たら、

こんな有り様だった。何故、神様。敷地内にある

他の建物を確認したら電気はついたし隣近所にも

異変は無い様だ。電気工事のお知らせはなかった

し、隣近所で電気工事をしている様子もうかがえ

ない。真冬ではなく初春なので、まだ明るく寒く

もないのが、せめてもの救いだ。 

 ブレーカー周辺を確認しても素人目には異変は

無いと思われる。仕方がないので、「電気ご使用量

のお知らせ」に載っていたフリーダイヤルにダイ

ヤルした。非常に混み合っているので、そのまま

 

 

 

 

 

 

 

 

大人しく待てｏｒしばらく待ってからかけ直せと

のインフォメーションが冷たく流れる。意地でも

大人しく待ち続ける忠犬のような健気な私。 

１０分ほど忠犬のように健気に待った後つなが

ったので担当者に事情を説明する。「周辺で停電は

発生していない」「料金の滞納もないので供給を停

止しているわけでもない」と担当者。料金滞納の

件については、失礼なので少しカチンときたがま

ぁスルーした大人な私。多いと思われます大騒ぎ

した結果が料金滞納。慣れている人は、電気と電

話はすぐに止められるが、水道は人命にかかわる

ので直ぐには止められないと自信満々に教えてく

れますしね。それよりも、それでは何故、電気が

つかないのだ。「原因によっては料金が発生します

が工事の者を派遣しますか？（不正確だがこんな

感じ）」と担当者。「お願いします（現実に電気が

使えないのだから希望するだろ、ふつう！）」と本

音と建前が違う大人な私。だんだん薄暗くなって

くるし…。でも、寒くないのが唯一の救い。 

（足利支部支局長 杵渕 徹） 

 

※「アドちゃんの談話室」に続きます。 

 

３月１９日の出来事 ① 
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午後７時頃に東京電力現場担当者Ａさん（もち

ろん仮名）到着。高所作業車を想像していたら軽

自動車で登場。室内のブレーカー周辺と室外の電

気メーター周辺を調査したところで、顔色が少し

変わって「うち（東京電力）の原因かもしれませ

ん」と担当者Ａさん。室外については担当外なの

で別の担当者を呼ぶとの事。軽自動車で来られた

ので電柱は登れないのかな。やはり、〝想定外〟

だったのでしょうか。せっかくなので健康ドリン

クを１本進呈して世間話をしながら応援部隊を待

つ事に。真っ暗な自宅を見ていたら「計画停電」

を思い出したので、話題にしたところ、Ａさんは

非常に恐縮されました。私は「計画停電」→「東

日本大震災」のつもりでも、Ａさん「計画停電」

→「福島原発事故」なのかもしれません。私は東

京電力の経営陣には悪意を持っていますが、最前

線で働いている方々には悪意を持っていません。

ただＡさんの〝想定外〟の恐縮ぶりに、私の悪意

（ネチネチと苛める）を自粛するのが大変でした。 

そんな頃、応援部隊のＢ隊長（怖い先輩）とＣ

隊員（幼気な新人）が到着しました。Ａさんは任

務終了（とはいっても、朝まで待機）なので帰社

される予定でしたが、「帰っちゃうの？」と言う私

のひと言と健康ドリンク１本が効いて次の出動命

令が来るまで残る事になりました。 

 暗くてヘルメット着用なので、実際のところ表

情まではわかりませんが、Ｂ隊長（もちろん勝手

に言っているだけです）からＣ隊員への指示が厳

しい口調で行われていた一方で、私への説明は当

然ながら優しい口調で行われました。そのギャッ

プに私はうれしくなりました。なんかの拍子で指

示が優しくなり説明が厳しくなったら、もっとう

れしくなったのに、そんなコントのような事は起

こりませんでした。作業後「厳しいですね」と指

摘しましたら、「自分も同じように育てられました

から」「命にかかわる事ですから」という模範回答

をいただきました。そこで「自分の安全のためで

すよね」と私の相槌も模範回答。そしてＢ隊長と

Ｃ隊員にも健康ドリンクを１本ずつ進呈。遠慮す

るＢ隊長にＡさんが「私も頂きましたから」とフ

ォロー。でも、よくよく考えるとＡさんがしたこ

とは、私との世間話。健康ドリンクを取り上げよ

うと考える邪悪な私。でも、大人な私が勝ったの

で余計なことは言いませんでした。えらいぞ私。 

落ち着くと午後８時３０分でした。「ブラタモ 

 

 

リ」を見逃してしまいました。桑子アナを見逃し

てしまいました。でも、別棟でテレビを見ながら

待機するという選択を断って、作業見学を選択し

たのは私ですから仕方ありません。がまんだ私。 

計画停電つながりで、東日本大震災のあの日（３

月１１日）に何をしていたか思い出してみますと、

館林市の新古書店で立ち読みをしていました。大

きいというより長い地震だなぁと思いました。揺

れ始めてからしばらく立ち読みを続けていてもグ

ラグラしています。本棚の端から顔を出して覗い

てみますと他の人たちはみな、店外に避難してい

ました。私は地震の際は無暗に外には出ない方が

安全だと思っていましたが、直前のニュージーラ

ンド地震での建物崩壊の影響からか、みな店外に

いました。 

少しバツが悪かったものの私も店外に出ました

ら若い店員さんから「気付かずにすみませんでし

た」と言われ、さらにバツが悪くなりました。で

も相変わらずグラグラしていました。このまま永

遠に揺れ続けるのかと思う程、揺れ続けていまし

た。泣き顔で地面にヘタレ込んでいる女の子もい

ました。自宅に電話してテレビを見ている家族か

ら情報を入手している男の子もいました。まだ携

帯電話はつながっていたのですね。後で気づいた

のですが、カーラジオで情報は入手可能だったの

です（帰宅中運転しながら気づきました）。 

やっとグラグラはおさまりました。店内に戻る

と本棚から本が少し散乱していました。おそらく

元々２階建ての家電量販店だったと思われる階段

の壁面にも置かれた本棚からはさらに散乱してい

ました。２階はさらにひどかったに違いありませ

ん。呑気にも立ち読みを再開しようとしていまし

たら、「店内の片付けもありますし余震もあります

し本日は閉店します」とのアナウンスがありまし

た。レジ付近で「このお店でバイトして２年にな

りますがこんなの初めてです」と女の子。「両毛地

区で何十年生きていて初めて」「ところで震源地は

どこなのか？」と私。「これだけ揺れたのだからこ

こだろ」と近くにいたオジサン。まだまだ事態の

深刻さには気づいていませんでした。 

 館林市内から自宅への帰路カーラジオを聞いて

いました。東北地方の状況はまだまだはっきりせ

ず、東京都内のビル火災などが中心だったと記憶

しています。大谷石の塀が崩れていたり、事業所

の側壁が脱落していたりしていましたが、あれ程

３月１９日の出来事 ② 
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の大惨事だとはまだ思いもよりませんでした。足

利市内になると停電のためか信号機が機能してい

ませんでしたが、私が走行している東西の道路の

方が南北方向の道路よりも〝優先〟道路だったの

で、むしろ普段よりもスムーズに進みました。た

だ懸念されたのが、渡良瀬川をまたがる橋（田中

橋、中橋、渡良瀬橋）へと達する南北の道路と交

差する箇所でした。しかし懸念は杞憂でした。走

行している東西方面の道路はスムーズでしたが南

北方面の道路は大渋滞が発生していたため、交差

点をスムーズに横断する事ができました。次の懸

念は渡良瀬川の南側を走行している私が、北側の

自宅へたどり着くのに、どこで橋を渡るのがベス

トなのかという事でした。限りある橋を渡らなけ

ればならないのに、南北方向の道路は大渋滞して

いるのです。どこかで私も大渋滞に飲み込まれな

ければならない運命なのです。 

 私が渡らなければならない橋は、緑橋です。鹿

島橋や葉鹿橋などの選択肢もあるのですが、大き

く遠回りすることになります。大渋滞に巻き込ま

れる覚悟はできたのですが、なんと緑橋に近づく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と信号機は機能していたのです。たしかに渋滞は

発生していましたが、少しずつですが確実に自動

車は歩を進めることができました。 

 自宅は停電こそしていませんでしたが、天井を

目指して無理に積み上げられた書類等が散乱して

いました。屋根瓦が少し乱れ、庭の石灯籠も散乱

していました。石灯籠って、石のパーツがただ積

み上げられているだけなのですね。石自体の重み

だけで成り立っているのです。揺れてバランスが

崩れれば、崩れ落ちるだけです。やはり庭にある

石灯籠が崩れた和風レストランでは、再度積み上

げるのに小型クレーンが必要だったそうです。人

力で何とかなるのは、テッペンの丸っこい石だけ

でした。ですので、今でも元石灯籠は各パーツに

分かれたまま雑草の中で横たわっています。 

 この原稿は、４月上旬から中旬にかけて書きま

した。つまり、熊本・大分地震に気が滅入ってい

ます。被災された皆様に、心からお見舞い申し上

げます。そういえば、見のがしたブラタモリは「熊

本城」の回でした。やはり、気が滅入ります。 

（足利支部 杵渕 徹） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<

広
告> 

事務局よりお知らせ 

 ５月２０日（金）は定期総会・定期大会開催のため、事務局を閉局します。 
 ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。 
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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 

3 H28.4.1 日行連ホームページリニューアルについて（ご報告） 

13 H28.4.5 障害差別解消の推進に関する事業者向け対応指針について（会員周知願い） 

14 H28.4.5 所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策の推進について 

12 H28.4.7 「土地届け」パンフレットの送付について（周知協力） 

27 H28.4.8 平成 28年度特定行政書士法定研修実施に関する広報媒体の送付について 

47 H28.4.13 厚生労働省からの「高齢者向け給付金」の周知依頼について（お願い） 

50 H28.4.13 平成 28年度司法研修（専修大学大学院）の開催中止について（お知らせ） 

 日 予  定 時  間 主  催 

2 木 正副会長と部長と総務部の合同会議 13:30~ 総務部 
総務部会 14:30~ 総務部 

8 水 申請取次新規受付 13:30~ 申取管理委員会

ＴＩＡ相談会 10:00~ 業務第４グループ

一日合同行政相談所（イオンモール佐野） 10:15~ 制度推進部 

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 
9 木 登録説明会 10:00~ 総務部 
10 金 編集会議 13:30~ 広報部 

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６人 予約問い合わせ：小山市生活安心課 

0285-22-9282） 

9:00~12:00 小山支部 

16 木 理事会・幹事会 13:30~  

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 

21 火 登録説明会 10:00~ 総務部 
22 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６名 予約先：行政書士 

会小山支部 田村晋也 0285-45-0297） 

9:00~12:00 小山支部 

23 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６名 予約先：行政書士会小山支部  

生田目安夫 0285-52-2350） 

9:00~12:00 小山支部 

24 金 シリーズ研修「なるほど！ ザ・契約」（第５回） 13:30~16:40 業務第５グループ

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（６月） 

日行連だより 
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55 H28.4.15 
空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針の一

部を改正する告示の施行について 

56 H28.4.15 

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 

61 H28.4.15 中小企業支援に関するアンケート調査について（依頼） 

57 H28.4.18 平成 28年 4月分会費納入について（お願い） 

77 H28.4.20 
「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」の送付について 

88 H28.4.25 
自動車保有関係手続きのワンストップサービス（OSS）における行政書士の積

極的な活用に係る要望について 

91 H28.4.25 日本行政書士会連合会事務局の体制について 

96 H28.4.26 熊本県熊本地方を震源とする地震の発生に伴う義援金の募集について 

111 H28.4.28 平成２８年春の黄綬褒章受章者のお知らせ 

 

 

 

 
 

下野市では、平成１８年1月の合併以来、分庁方式により業務を行っていましたが、新庁舎が完成

したことにより、下記のとおり庁舎を移転統合し、平成２８年５月６日（金）から業務を行っていま

す。 

記 

郵便番号 ３２９－０４９２ 

所在地  栃木県下野市笹原２６番地 

電話番号 ０２８５－３２－８８８８（代表 総務人事課） 

業務開始 平成２８年５月６日（金曜日) 

※移転に伴い各課の連絡先が当会ＨＰ会員専用「トピックス」の資料のとおり変更になります。 
 

 

 

 

 
 
標記の件について、日行連より周知依頼がありました。 
詳細については添付ファイルをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 
標記の件について農林水産省より日行連経由で周知依頼がありました。 
詳細については当会ＨＰ会員専用「トピックス」と、農林水産省品種登録ホームページをご確認く

ださい。 
 

下野市庁舎の移転について
                         ～下野市より～ 

空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的
な指針の一部を改正する告示の施行について    ～日行連より～ 

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 号の一部を改正する告示の施行について      ～日行連より～ 
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佐野市農業委員会より標記について案内がありました。 
平成２８年度より、農地法の許可申請等に係る提出締切日が下記のとおり変更となりますのでお知

らせいたします。 
 

平成２８年度佐野市農業委員会 総会日・締切日 

総会日 申請締切日 

4月 26日 （火） 

5月 26日 （木） 

6月 23日 （木） 

7月 26日 （火） 

8月 25日 （木） 

9月 26日 （月） 

10月 24日 （月） 

11月 24日 （木） 

12月 26日 （月） 

1月 26日 （木） 

2月 16日 （木） 

3月 24日 （金） 

4月  8日 （金） 

5月 10日 （火） 

6月 10日 （金） 

7月  8日 （金） 

8月 10日 （水） 

9月  9日 （金） 

10月  7日 （金） 

11月 10日 （木） 

12月  9日 （金） 

1月 10日 （火） 

2月  3日 （金） 

3月 10日 （金） 

 

 

平成２８年度特定行政書士法定研修 栃木県行政書士会のスケジュール 

 毎月、日行連から会員の皆様に送付されている「月刊日本行政５月号」にてご案内のとおり、 

５月２日から５月３１日の午後５時まで、特定行政書士法定研修の申込期間となっております。 

募集要項や申込方法については、「月刊日本行政５月号」をご覧下さい。 

 ここでは、当会の研修スケジュール、研修会場、考査会場をお知らせします。 

【講  義】 

  第１日目 ８月３１日（水）10：00～17：00  

とちぎ福祉プラザ ２Ｆ 第２研修室 

  第２日目 ９月 ５日（月）10：00～17：00 

           とちぎ福祉プラザ ３Ｆ 福祉研修室 

  第３日目 ９月２６日（月）10：00～17：00 

           とちぎ福祉プラザ ２Ｆ 第１研修室 

  第４日目 ９月２９日（木）10：00～17：00 

           とちぎ福祉プラザ ２Ｆ 第１研修室 

＊昼休みは１時間。 

＊終了時刻は、カリキュラムによって多少前後します。 

 

【考  査】 

１０月２３日（日）14：00～16：00  

とちぎ福祉プラザ ３Ｆ 福祉研修室 

 

農地法に係る許可申請等の締切日の変更について（通知）    
～佐野市農業委員会より～ 

とちぎ福祉プラザ 

宇都宮市若草１丁目１０番６号 

駐車場あり 

近隣にコンビニエンストア、 

ファミレス等あり 
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４月１５日（金）行政書士会館会議室にて、平

成２８年度第１回幹事会が開催された。幹事３５

名中出席者は３０名。  
  
  青木勇夫栃木県行政書士政治連盟会長のあいさ

つの後、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、郷間

康久宇都宮市議会議員、岡村浩雅さくら市議会議

員、土方美代小山市議会議員、山ノ井一男元西方

町議会議員、宮澤昭夫元矢板市議会議員、による

来賓のあいさつの後、日本行政書士政治連盟手塚

理恵幹事長により連盟の近況が報告されたのち、

議案審議となった。   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上程された議案は次のとおり。  
《議案》  
議案第１号  栃木県行政書士政治連盟旅費規程の

改正について  
 手塚幹事長より報告があり、可決承認された。  
    
議案第２号  大会に付議すべき事項について  
・大会議案第１号 平成２７年度補正予算の承認

について 
・大会議案第２号 平成２７年度運動経過報告の

承認について 
・大会議案第３号 平成２７年度決算報告の承認

について 
・大会議案第４号 平成２８年度運動方針につい

て 
・大会議案第５号 平成２８年度予算について 
・大会議案第６号 日本行政書士政治連盟定期大

会に関する事項について 
 
大会に付議すべき上記事項に関して会長およ

び各担当部より報告説明と質疑応答が行われた後、

可決承認された。 
  

（広報部  松本智美） 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 去る４月３日（日）午前１０時より、宇都宮市

内のホテルで行われた標記の会に参加しました。

総勢約３００人の出席がありました。 
 開会の後、結党宣言及び新代表選出の提案があ

り、代表には福田昭夫衆議院議員が選任され、そ

の後の規約等もそれぞれ承認されました。 

その後、代表挨拶、来賓祝辞と紹介があり、こ

れをもって来賓は退席の指示に従い退席しました。 
そして、その後に行われた「民進党 躍進の集

い」に行政書士会の横山会長と参加して、午後２

時に散会となりました。 
（栃木県行政書士政治連盟会長 青木勇夫） 

 
 

政連だより 

平平成成２２８８年年度度第第１１回回幹幹事事会会開開催催 

「「民民進進党党栃栃木木県県総総支支部部連連合合会会 結結党党大大会会」」にに参参加加ししてて 
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 去る４月１５日（金）午後６時３０分から都内

のホテルで行われた標記の会に、手塚理恵政連幹

事長と出席しました。折しも栃政連の幹事会と重

なり、予定より時間が短縮となりましたが、西川

公也衆議院議員と面談することができました。

 西川議員からも「わざわざ栃木から来てくれて

ありがとうございました」とお礼の言葉をいただ

きました。 
  

（栃木県行政書士政治連盟会長 青木勇夫） 
 
 
 

 
 
 去る４月１６日（土）午前１０時３０分から宇

都宮市内のホテルで行われた標記の会合に、手塚

理恵政連幹事長と行政書士会の横山会長と３名で

出席しました。熊本地震の対応で政府の皆さんは

お忙しい最中ではありましたが、栃木県選出の自

民党所属国会議員の皆さんが勢揃いされ、出席者

数も１５００名を超えているとのことでした。 
セミナーでは、元経済財政政策担当大臣で政策

研究大学院大学教授の大田弘子氏が「日本経済の

ゆくえ」という演題で講演されました。 
その後パーティーに移り、自民党栃木県連の石

坂真一幹事長の開会の後、県連会長の茂木敏充衆

議院議員が主催者として挨拶され、来賓として岸

田文雄外務大臣と福田富一栃木県知事の挨拶があ

りました。最後に、今夏の参議院議員選挙を始め

とする各種選挙の勝利のためにガンバローコール

で気勢を上げて午後２時に散会となりました。 
（栃木県行政書士政治連盟会長 青木勇夫） 

 
 

 
 
 去る４月１７日（日）午後２時から日光市今市

文化会館大ホールで行われた標記の会合に出席し

ました。総勢約８００人の参加がありました。 
まず、後援会総連合会総会においては、開会後、

熊本地震で被災され亡くなられた方へ黙祷を行い

ました。その後、主催者そして来賓の挨拶を経て

協議事項が上程され、それぞれ承認されました。

その中で次期参議院議員通常選挙の対応としては、

田野辺隆男氏を推薦することが決定されました。 
続いての国政報告会では、「ＴＰＰ加入で日本

はどうなる？ 農業農村は？ 国民皆健康保険

は？」と題した元農水副大臣で衆議院議員の篠原

たかし氏の講演と、「アベノミクスと超格差社会と

戦争法で日本はどうなる？」との演題での福田あ

きお氏の講演がそれぞれあり、午後４時４０分に

終了致しました。 
（栃木県行政書士政治連盟会長 青木勇夫） 

 
 

 
 
 去る４月２３日（土）午後１時３０分から宇都

宮市内のホテルで行われた標記の会議に出席して

参りました。 
福田富一栃木県知事、県内選出の衆参両国会議

員、県議会議員、市町の首長、各種団体、自民党

地域支部長、みちネット各地区代表者の出席があ

り、情勢報告の中で次期参議院議員選挙対策に万

全を期すべき諸々の事項の説明がありました。 
そして、上野みちこ立候補予定者からお礼を含

めた力強い挨拶があり、ガンバロー三唱で締め括

られました。 
（栃木県行政書士政治連盟会長 青木勇夫） 
 
 

※この他、４月１１日に都内のホテルで開催され

た衆議院議員・茂木敏充「２０１６政経セミナ

ー」には堀越功副幹事長が出席しました。 

「「西西川川公公也也君君をを励励まますす会会」」にに出出席席ししてて 

「「ととちちぎぎ自自民民党党政政経経フフォォーーララムム」」にに出出席席ししてて 

「「福福田田ああききおお後後援援会会総総連連合合会会総総会会及及びび国国政政報報告告会会」」にに参参加加ししてて 

「「上上野野みみちちここ・・ととちちぎぎネネッットトワワーークク 第第一一回回代代表表者者会会議議」」ののごご報報告告 



 
 

－16－ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

シリーズ研修「なるほど！ ザ・契約」（第５回）   業務部 第５グループ主催 

 
契約書作成のための民法を学ぶシリーズ研修「なるほど！ ザ・契約」第５回目のご案内です。 
第４回から各論が始まり、より具体的な内容となってまいりました。第５回は、売買契約の続きと

なりますが、前回受けていない方にも、解りやすく説明していきますのでぜひお申込みください。 
 

○開催日時 
平成２８年６月２４日（金）１３：３０～１６：４０ 

○開催場所 
栃木県行政書士会館２階 

○研修内容 
 契約書作成のための民法を学ぶシリーズ研修「なるほど！ ザ・契約」 
第５回『「俺の」売買②』 

○対 象 者 
会員、補助者 

○講  師 
 行政書士 松岡英彦 
○受 講 料 
５００円（各回５００円かかります） 

○テキスト 
５００円（既に購入されている方は申込み不要です） 

○締め切り 
 ６月２１日（火） 
○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） 

 
※全１０回ですが、興味のある内容の回だけ受講されても構いません。 
※受講の申込みは、各回ごとにお願いします。 
※全１０回のカリキュラムは会報・平成２７年１２月号、１７ページをご参照ください。 

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２８年６月１５日（水）１３：３０～ 

○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。 

○対 象 者 

 会  員（補助者の方は受講出来ません） 

○受 講 料 無  料 

申込は不要です。お気軽にご参加ください。 
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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 

6/24 
シリーズ研修 

「なるほど！ ザ・契約」（第５回）
500 円 6/21 

会員 補助者 

（500 円） 

－ 
  

 

支部名  会員氏名
 

ＦＡＸ  
補助者 

氏名 

 

※ 補助者のみの出席の場合でも会員名を記入してください。 

※ 補助者のみの出席の場合は申込欄の「補助者」に○を記入し、会員と補助者が出席する場合は「会

員」と「補助者」の両方に○を記入してください。 

※ 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。 

 

 

 

【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 

 足 利 
H28.4.2 

326- 

0338 

行政書士岡部法務事務所 
0284-55-6089  

岡部 高洋 足利市福居町 1680-3 

 宇都宮 
H28.4.2 

329- 

0611 

行政書士荒川事務所 
0285-56-4664  

荒川 孝一 河内郡上三川町大字上三川 5024 

 佐 野 
H28.4.2 

327- 

0821 

関野行政書士事務所 
0283-25-8808  

関野 義明 佐野市高萩町 466-2 

 宇都宮 
H28.4.2 

321- 

0943 

行政書士阿部和彦事務所 
028-689-0073  

阿部 和彦 宇都宮市峰町 241 

 宇都宮 

H28.4.15 
321- 

0952 

行政書士田中敦事務所 

028-662-8645  

田中 敦 
宇都宮市泉が丘 1-15-29 

アリスビル PartⅡ2F 

 宇都宮 
H28.4.15 

321- 

0135 

鈴木栄司行政書士事務所 
028-653-2723  

鈴木 栄司 宇都宮市五代 1-15-3 

 小 山 
H28.4.15 

329- 

0414 

大場英幸行政書士事務所 
0285-44-1741  

大塲 英幸 下野市小金井 1786 

栃木県行政書士会員の動き

（平成 28年 4 月 30 日現在）

募 集 
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【行政書士法人設立】 

支 部・名 称 成立年月日 事 務 所 電   話 社   員 

栃 木 
H28.4.5 

栃木市平柳町 1-11-11 

悠悠プラザ 203 号
0282-20-7979 

代表社員 田邉勇輝 

一般社員 佐藤示桂 
行政書士法人  
許認可事務サポートセンター 

【退 会】石原会員、永原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 

那 須 石原 敏男 H28.3.3 死 亡 塩 那 永原 正彦 H28.3.29 死 亡 

那 須 辻野  忠 H28.4.5 廃 業 宇都宮 高久 克也 H28.4.30 廃 業 

【変 更】                             

支 部 氏 名 変更事項 変 更 内 容 

宇都宮 平出 宣幸 所在地 宇都宮市御幸本町 4681-1 P.F.C HOME BUILDER2-A 号室

宇都宮 小平 磨弓 電話番号 028-612-3899 

宇都宮 坂本 圭司 所在地/電話番号 宇都宮市中里町 2677 / 028-674-4598 

小 山 下田 康夫 所在地/電話番号
小山市西城南 5-45-10 グレースビュー西城南 A103 

0285-32-6234 

栃 木 田邉 勇輝 事務所名 行政書士法人許認可事務サポートセンター 

 

 

「ピンチ」を「チャンス」に変える“ヒント”がある 
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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 №473 

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 

先月、高校山岳部ＯＢ会主催の花見の

会があり、例年どおり福島県南部の山桜

を見てまわりました。 

静かな山里で気高く咲く桜に福島の

誇りを垣間見る思いがしました。 

 

(広報部 山本昭子) 

■6 月 23 日(木)経審＆評点アップセミナー開催！  

・経審制度と評点計算及び評点アップのポイントについて 
・評点の算出方法やシミュレーションについて 

（経審太助を使用して具体的に解説します） 

  【場所】とちぎ福祉プラザ 

【定員】先着 20 名 【参加費】２，０００円/名   

【時間】13：00 受付 13：30 開始 

詳しい日程申し込みは当社ホームページをご覧ください。 

                株式会社ネットコア（登録経営状況分析機関第８号）  
               宇都宮市鶴田 2-5-24 ｸﾚｲﾝｽﾞ 21 1F-A 

                  TEL:028-649-0111 FAX:028-649-0303 

                  URL:http://www.netcore.jp （担当：金藤・眞藤） 

<

広
告> 
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