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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 

           ３  栃木会の申請取次行政書士の動向 

           ４  研修「実践！！事業計画書」開催、産廃収集運搬業基礎研修会開催 

           ５  貨物自動車運送事業研修会 第３・４・５回開催 

           ７  なるほど！ ザ・契約 第１０回開催、申請取次行政書士研修会開催 
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           ９  支局かわら版（栃木） 

          １０  支局情報（小山、那須、塩那） 

          １１  木もれび 

          １２  道楽オヤジ倶楽部 

          １３  高井研一郎氏追悼 

          １４  栃木県行政書士会カレンダー（１月） 

          １５  日行連だより、栃木県内市町別入札参加資格審査申請日程表 

          １７  研修会のお知らせ 

          １９  平成２８年度「栃木県との共催による研修会」のご案内 
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栃木県行政書士会会報誌 

行政書士 

とちぎ 

2016 年 

12 月号 

CONTENTS 

No. 480 

「「犬犬伏伏のの別別れれ」」    

撮撮影影地地：：佐佐野野市市  撮撮影影者者：：大大鹿鹿幸幸雄雄（（宇宇都都宮宮支支部部））  
 
「真田丸」真田一族の泣ける名場面「犬伏の別れ」「犬伏新町町会」によりますと、

話し合いの場がこの薬師堂であったといわれており、すぐそばを流れている川に架か

っていた橋は、真田父子の別れ橋としてこの地に語り継がれているとのことです。 

今月の表紙 
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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３日（木）ショッピングモールベルモー

ルにて三士会無料相談会が行われました。今年度

の実施は、土地家屋調査士会が当番会でした。 
司法書士会、土地家屋調査士会、行政書士会そ

れぞれに相談者が訪れ、各会とも多くの相談に対

応しました。 
行政書士会の相談の内容は、相続、在留資格、

契約書に関するもので計４件でした。件数は少な

かったものの、各相談内容は深刻なものが多く、

比較的長時間に渡り相談者の相談に応じました。 
受付の状況を見ると、会場で偶然相談会を実施

していることを知って相談するというよりも、あ

らかじめ相談会があることを広告媒体で知り、是

非相談会で相談したいという考えで会場を訪れる

方が圧倒的に多いように感じました。 

 

（宇都宮支部 小平裕一） 
 

 

【【県県北北会会場場：：大大田田原原市市総総合合文文化化会会館館（（那那須須塩塩原原市市））】】 

 １１月３日（木）大田原市総合文化会館におい

て、土地家屋調査士会・司法書士会・行政書士会

の三士会による無料相談会が実施されました。こ

の県北会場の行政書士は、那須支部から４名の会

員が相談員として対応致しました。 
今回の三士会における行政書士への相談は農

地関係１件及び遺言関係１件でした。近年は、普

段から各士業や行政、公証役場等でも、各々単独

で無料にて相談を受ける機会を設けています。特

に１０月１日が「法の日」ということで、今の時

期は相談会が多く実施されています。行政書士も

単独で無料相談会を実施していますが、そこに寄

せられる相談内容は多岐に渡ります。行政書士の

代表的な業務に関する内容の場合は、相談者にご

満足いただける回答が比較的可能ですが、複合的

な要素を伴う問題の場合、他士業との横断的な知

識が必要だと感じることも多くあります。行政書

士の代表的な業務である農地転用であっても、合

筆や分筆、地目の変更、所有権の問題等を伴う場

合等は、行政書士・土地家屋調査士・司法書士の

三士が共同して対応することで、総合的に、より

細やかに、理想的な回答を導き出すことが可能と

なります。 
三士会の無料相談会の機会は、年に１回のため、

相談者自身が「問題」を感じたときに実施される

とは限りません。しかし、毎年告知を行い、相談

会を実施することで、行政書士にとっては、「行政

書士」を認知していただくきっかけとなり、相談

者にとっては、どこに相談したら良いのかが分か

り、（相談窓口や他士への取り次ぎも含めて）問題

解決に繋がっていく可能性も高まると思われます。

ただ、最初は個別事務所への問合せよりも無料相

談会の方が気軽に相談できると感じる方が多いの

も事実です。そのため、今後も行政書士単独での

無料相談会を定期的に実施しながら、三士会のよ

うな複数士業での合同相談会を実施していくこと

も、相談者にとって必要なものだと思われます。

また、私たちにとっても、他士業の方と接する機

会は多くありませんので、貴重な機会となるので

はないでしょうか。 

 
 （那須支部 冨田倫子） 

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３日（木）、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１３

件、うち行政書士会が担当したものは３件。全体

の主な内容は以下のとおり。 

１．相続３件 

２．贈与１件 

３．明け渡し請求・借地借家法関係１件 

４．後見制度全般１件 

５．境界確認等５件 

６．土地利用関係３件 

 
他士会の相談票を閲覧したかったのだが、今回

の主催者である土地家屋調査士会に問い合わせた

ところ、既に集計が終わり、本部で回収してしま

ったということで入手できなかった。誠に申し訳

ないが本会が担当した案件のみの紹介でご了承い

ただきたい。 

行政書士会が担当した案件は、全て６の土地利

用についての相談であった。今年の相談員は偶然

にも土地関係の業務を扱う会員を２名派遣してい

たので内容の濃い対応ができた。内容は、①水路

占用、道路法について、②建築基準法における狭

隘道路のセットバックについて、③土地利用にお

ける農地法及び都市計画法上の制限全般と固定資

産税についての３件。①、②については土地利用

上必ずといって良いほど出てくる話である。何回

か業務をこなせば覚えられる。 

さて、③について当職から言いたいことがある

ので詳細を記す。この案件の問題点は、その土地

でどのような事業をしたいのか決まっていないの

で、漠然と我々に土地利用の立案をしてほしいと

相談してきた点である。本人が何をしたいのかわ

からない以上相談には応じられないと回答。 

許認可申請全般に言えると思われるが、まず事

業計画があって、それを実行する意志があり、そ

れに応じた資金計画が現実的で、事業実現が可能

と思われる申請者でないとそもそも許認可は下り

ないと思われる。皆さん許認可の手続きが簡単だ

と思っておられるようで。仮に許可が下りたとし

ても、資金が足りなくなったとかで頓挫するケー

スは多い。我々は報酬がもらえず困るし、その事

業が完了しなければ許可した行政も困ってしまう

のである。業務を受任される際にはその点をよく

確認し、仕事として成立するか判断していただき

たい。 

他士受付内容を見たところ、行政書士が回答で

きる案件もある。我々が窓口となって（他士業の

方が窓口になるのもしかり）相談を受け、他士業

の方々と連携すれば士業のサービスはもっと普及

し需要が増すと思われる。 

今年も周知・集客方法の見直し等、来年の相談

会に課題を残す実績であった。 

（支局長 綾部一成） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

新規申出（１１月）         ５名 
更新申出（１１月）         ３名 
有効期限切れ（１０月末）による減少 １名 
申請取次行政書士（１１月末現在）１１２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：１２月２７日（火） 受付日：１月１１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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 １１月８日（火）、業務部第３グループ主催の研

修「実践！！事業計画書」が開催された。講師を

株式会社栃木銀行様からお招きして、講義を２部

構成で実施した。 
第１部講師 同社法人営業部 広瀬 聡様 
第２部講師 同社法人営業部 佐藤隆澄様 
第１部は栃

木銀行様が取り

組む「地域産業

創生プログラ

ム」の説明であ

る。これは創業

予定者の５年後

１０年後の成長を促すため、創業準備期・創業期・

成長期・成熟期・衰退期それぞれにおける支援メ

ニューを、士業等の専門家や支援機関と連携・協

力してワンストップで行うというサービスである。

今回は創業期までの事業化支援についての紹介で

あった。協力団体には栃木県行政書士会も含まれ、

会は創業支援に関するセミナーを担当する。行政

書士が企業支援を業としていると位置づけられて

いるのである。その能力担保のために会員には第

３グループの研修を受けることを勧める。第１部

の詳細は本会の事務局に資料を用意するのでそち

らを熟読されたい。 
 第２部は事業計画書作成についての講義。特に

金融機関が求める事業計画書とはいかなるものか

がテーマ。その前に余談ではあるが、融資をする

際の決算報告書の見方についての話があった。そ

れによれば融資

予定企業の資産

性（価値のある

資産か）の評価、

そこから企業の

事業価値（金を

生む力）、金を返す力が判断できるというものだ。

事業性評価というらしい。こういったレアな話も

研修で聞けるのである。 
さて、なぜ我々が事業計画書作成に携わるのか。 

栃木銀行様における計画策定の課題はこうだ。 
①事業者が事業をうまく表現できない。 
②金融機関が策定支援するにも、人手不足。 
③事業者・金融機関双方に事業における問題の

解決ができる専門知識が足りない。 
そこで我々との連携が必要なのである。特に我々

が求められるのは、事業者と金融機関の双方と対

話し調整を図ること、事業計画書に根拠と信頼を

持たせることではなかろうか。 
金融機関が求める事業計画書とは、 
①事業実現の可能性が高いと外部からも判断

できるものであること。根拠と信頼。許認可

等においても同じであるが。 
②事業者が事業継続し、経営目標を達成できる

ようなものであること。 
③金融機関が融資をする根拠になること。 
④事業性評価（１０年後に存続しているか）の

資料として足りるもの。 
である。  （業務部第３グループ 綾部一成） 

 
 
 

 業務部第２グループ

では、１１月１日（火）

に栃木県環境森林部産

業廃棄物対策室の係長

の佐藤正行様を講師に

迎えて、「産業廃棄物収

集運搬業基礎研修会」

を開催しました。受講

者は２１名でした。 
 講義内容は産業廃棄物処理法の概要、申請書の

書き方とそのときの注意点、記載例をもとに添付

書類の作り方、留意すべき法律の重点条文の解説

と多岐にわたり決められた短時間のなかで説明を

いただき、受講者も納得の表情でした。 
 今回の研修をマスターすれば、産業廃棄物収集

運搬業の申請の依頼がいつきても迷わず補正のな

い申請書一式を完成することができると思います。 
このあとは自身で更に学習してスキルアップ

することが大事だと思います。受講者の皆様、即

収入につながります頑張って下さい。 
（業務部第２グループ 福田勝守）

研研修修「「実実践践！！！！事事業業計計画画書書」」開開催催 

産産業業廃廃棄棄物物収収集集運運搬搬業業基基礎礎研研修修会会開開催催 
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１０月１５日（土）１４時００分より栃木県行

政書士会館において、講師に埼玉県行政書士会運

輸交通部の髙橋克則氏を講師にお迎えし、業務部

第１グループ主催で『貨物自動車運送事業研修会』

が開催されました。 

 
 髙橋克則氏は平成１７年開業で、多くの業務を

取り扱う中、自動車関係が業務の半分を占めてい

るとのことでした。 
 今回の研修の資料は、運送事業を営む社長さん

に貨物事業について指導ができるように作られた

もので、８０ページにわたる貴重なものとなって

います。 
 貨物のみならず、周辺の関連法令で質疑応答が

盛り上がるなど、講師のレベルの高さと、参加者

の意識の高さがうかがえる研修会となりました。 
 運送事業の社長さんを指導できるレベルになる、

というだけあって、今回は、法令試験についても

貴重なお話と資料が配布されました。 
私もちょうど貨物のお客さんにＧマークの説

明を求められ、この研修のおかげでスムーズに話

をすることができました。 
研修の回数が多く、土曜日が潰れるのは残念で

すが、その内容は、現場に即したものでありなが

ら法律的な知識に裏打ちされたものであり、貨物

の先生としてお客さんから信頼される大変素晴ら

しい研修だと気づきました。 
 娘がまだ高校生なので土曜日が潰れるのはやっ

ぱり悲しかったりはしますが、引き続き研修を楽

しみたいと思いました。 
（業務部第１グループ 栁 知明） 

 
 

 
 
 
１１月５日、第４回目の貨物自動車運送事業研

修会が会員１８名の参加により実施されました。 
今回研修の講師を務められたのは、埼玉会の運

輸交通副部長であります渋井冨男（しぶいとみお）

先生です。渋井先生は、国交省を退官された後行

政書士として当会に所属し、現在は埼玉会の運輸

交通副部長として国交省時代の経験を活かしその

辣腕ぶりを遺憾なく発揮するとともに後進の育成

にも力を注いでおり、その実力には誰もが一目置

く存在となっております。 

 

さて、シリーズ第４回目の今回は、�トラックに

関する基礎及び周辺知識として、トラックとは何

か、トラックの種類、トラックの大きさ別の種類

等について講義があり、その中で特に注意を必要

とするのは、トラックの種類についてです。トラ

ックいわゆる貨物自動車の種類についてはこれを

規定する法律が「道路運送車両法」「道路交通法」

「車両制限令」とあるのですが、それぞれに定義

が違いますので注意をする必要があります。例え

ば、道路運送車両法の普通車と道路交通法で言う

普通車とではその内容が違います。したがって、

道路運送車両法で規定する普通車を普通免許では

運転することはできません。どの免許でどの車両

を運転することができるのか熟知しておく必要が

大です。これは、運送事業所が運転手の雇用にあ

たり事業主から相談を受けた際、雇用予定者が所

持する免許でどの車両の運転が可能であるか判断

できないと、相談者である事業主に適切なアドバ

イスをすること出来ません。これでは事業主の信

貨貨物物自自動動車車運運送送事事業業研研修修会会  第第３３回回開開催催 

貨貨物物自自動動車車運運送送事事業業研研修修会会  第第４４回回開開催催 



 
 

－6－ 

頼を勝ち得ることは難しくなります。また、平成

２９年３月１２日施行される改正道路交通法では、

運転免許制度が一部改正され「準中型免許」が新

設されます。これによって貨物自動車を運転でき

る免許は「大型免許」「中型免許」「準中型免許」

「普通免許」「大型特殊免許」となりそれぞれの免

許に対応する車種について把握しておかなければ

なりません。因みに現行の「普通免許」で運転で

きるのは車両総重量５トン未満の車両、「準中型免

許」では車両総重量７．５トン未満の車両となり

ます。次に②運送並びにこれらを取り巻く業界と

官庁の関係とその知識、としての講義があり運送

業界を取り巻く官庁、業界は運輸局を筆頭にトラ

ック協会、貨物自動車運送事業適正化事業実施機

関、協同組合等があり、更に関連窓口として、関

東運輸局、各運輸支局、軽自動車検査協会、警察

署、県、市町村役場等がありますが、どの窓口が

どんな所掌事務を取り扱っているのかも知ってお

かなければならず、窓口担当者とも良好な人間関

係を築いておく必要もあります。 
また、業務を進めていく中でしばしば官庁用語

や業界用語が使われますがこれ等用語の意味も理

解しておかないと、お客さんとの打ち合わせがス

ムーズに進まなくなる恐れもあります。 
更に、「自動車運送事業等における労働力確保

対策」「事業自動車の事故防止対策」についても、

豊富な経験と十分な知識に裏打ちされた分かりや

すい講義をされ、幾分脳の働きの弱った小生にも

理解し易く新たな知識として吸収することが出来

ました。また、受講された会員の皆様も真剣な面

持ちで講義に聞き入り、合間合間に質問するなど

「貨物自動車運送事業」に対する熱い思いが伝わ

ってくる熱気あふれた研修会となりました。 
（業務部第１グループ 相山有美） 

 
 
 
 
 
１１月１９日（土）、全１４回シリーズの貨物

自動車運送事業研修会の第５回目「事業計画等の

変更手続き。事業譲渡し譲受け」に関する事項に

ついて講義が行われた。参加者は１７名であった。 
 講師は、実務経験豊富な業務第１グループの専

門委員の石井治夫会員が担当した。 

 
 研修内容は講師の石井会員が実際に経験した実

例を交えながら、初心者が見落としてしまいそう

な項目も指摘し、注意深く行われた。 
 事業計画の変更手続きとは、許可条件である事

業計画を変更することであるので、これを変更す

るには原則として認可を受けなくてはならないこ

とであり、我々行政書士が、開業する許可を取る

だけでなく、その後の事業運営にも関わる業務に

なる、すなわち継続的な業務になる、ということ

が理解できた。 
 事業計画の変更には例えば「各営業所に配置す

る事業用自動車の種別ごとの数」という項目があ

り、事業運営していけば、車両を増車したり減車

したりすることは当然起こり、増車していけば車

庫の容量の問題から車庫を移転することも起こり

えるし、事業が大きくなれば営業所も移転して大

きくする、ということも考えられ、これらは全て

変更手続きが必要な事項であり、忙しい事業者に

代わり我々行政書士が適切に関与することで、そ

の事業者の事業運営をスムーズに展開することの

一助となることでありまた信用も得られる業務で

あることに気づかされた研修会でした。 
（業務部第１グループ 福澤一夫） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

貨貨物物自自動動車車運運送送事事業業研研修修会会  第第５５回回開開催催 
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１１月１７日（木）、「なるほど！ ザ・契約」

１０回シリーズの

最終回が１３名の

会員出席のもと開

催されました。今

回も引き続き宇都

宮支部久我臣仁会

員に講師を務めて

頂きました。 
今回の内容は、

委任契約及び寄託契約をテーマに、委任と寄託の

比較、条文に基づきいかに顧客に満足して頂ける

ような契約書を作成するかの書式検討などをおこ

ないました。特に今回寄託契約は基本となる民法

だけではなく倉庫業法にも抵触していないかを確

認する必要があり、契約書作成上他

法にも着目しなければならないこともあるとのこ

とです。 
今回で「なるほど！ザ・契約」１０回シリーズ

は終了いたしますが、金田会員による契約の基礎

理論。松岡会員による税法を絡めた贈与、売買、

消費貸借、使用貸借契約。久我会員による民法条

文に基づくことが契約書を作成する上で重要であ

ることを前提においた賃貸借、雇用、請負、委任

契約について具体例を用いて分かりやすい講義を

していただいたことに対し、感謝申し上げます。 
今回の研修で、顧客の要望に満足して頂ける契

約書を作成する上での重要なポイントを学んだこ

とと思います。受講された会員の皆様にはぜひ業

務に役立てて頂きたいと思います。 
（業務部第５グループ 大橋勝典） 

 
 

 

１１月２２日（火）、行政書士会館において、

申請取次行政書士を対象とした標記研修会が

開催され、３８名の取次行政書士が参加した。 
 本年の研修は、２部構成とし、第１部では昨

年同様、東京入管宇都宮出張所の井澤太郎所長

を招き、「入国管理行政に係る留意事項等につ

いて」と題し、講

義を行って頂い

た。 
 まず、出入国管

理行政の現状に

ついての話があ

り、今後の法改正、

特に新たな在留

資格「介護」や外

国人技能実習制度の改正法律案の概要等の説

明があった。次に在留資格変更許可申請、主に

就労資格への変更に係る留意点について、及び

入管に申請取次を行う際の留意点、注意事項の

詳細な説明があり、最後は事前に会員から実務

的な質問があった事項について、行政側として

の丁寧な回答を頂いた。入管業務については、

行政側に広範な裁量権及び頻繁に行われる制

度変更、法改正があるという特殊業務に鑑み、

こうした行政側の担当官の話を聞くことは大

変有意義なことである。 
公務多忙の中、当会にお越しいただいた井澤

所長には、この場を借りて改めて感謝申し上げ

る次第である。 
 次に第２部では情報交換懇談会として、当会

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」と

題し、参加者の意見

交換会を行った。参

加したベテラン会

員から、業務の経験

談、失敗談等普段は

なかなか聞くこと

のできない貴重な

お話も披露してい

ただき、私自身も含めた実務歴の浅い会員にと

っては大変参考になったと同時に更なる研鑽

の必要性を強く感じた次第である。どの業務に

おいても同様だが、こと入管業務については多

くの実例、実務を経験し、「現場を知る」こと

の重要性を改めて痛感した懇談会であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（業務部第４グループ 永島正志） 

ななるるほほどど！！  ザザ・・契契約約  第第１１００回回開開催催 

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 
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今月は芳賀支部より矢野健太郎会員を紹介し

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏 名：矢野 健太郎（やの けんたろう） 
事務所：芳賀郡茂木町大字小深９７ 
入 会：平成２５年７月１日 
開業したきっかけについてお聞かせください 

地元の司法書士の先生に「茂木町に土地関係の

仕事をする行政書士がいないから手伝ってくれな

いか」と誘われました。 
期待されてのスタートじゃないですか 

とんでもない、私は家業の酪農を継ぐつもりで

帰ってきましたから行政書士の仕事をするなんて

想像もできませんでした。資格は大学生の時に取

りましたが実務経験はありませんし、どう考えて

も無理だろうと最初はお断りしていました。 
しかしある日、その司法書士の先生から「研修

させてくれる事務所を頼んでおいたから」と言わ

れ・・・もう流れに任せるしかないと思いました

（苦笑）という訳で今は二足の草鞋です。 
研修先というのは？ 

 宇都宮で行政書士と土地家屋調査士をされてい

る先生の事務所です。半年ほど通って実務を学ば

せていただきました。書類作りから現場での測量

など様々な経験をさせていただきました。今でも

何かあればすぐ相談に行きますし、調査士の仕事

をお願いすることもあります。 
最初の仕事はなんでしたか？ 

農地法第３条の許可です。譲受人が複数いて、

それぞれ贈与契約書も作ったので大変でした。 
開業して良かったと思うことは？ 

酪農だけやっていては知り合えない方たちと

行政書士の仕事を通して知り合えたという事です。

お客様は困って相談に来ているわけで、仕事が完

了して「ありがとう」って感謝の言葉をもらうと

‘‘士業の醍醐味’’を感じます。この台詞は税理

士をしている妻の受け売りですが。（笑） 

今後の業務展開についてお聞かせください 

例えて言うなら病院の総合窓口のような存在

になりたいです。他の士業とも連携して、地域の

人たちから土地に関しての事なら矢野のところへ

相談に行けば全部解決してくれるって言われるよ

うになりたいです。 
 相談者からすれば誰に何を聞いたら良いかすら 
分からない時もあるわけですから、そんな時こそ

相談相手に選んでもらえるようになりたいですね。 
仕事場ですが、薪スト－ブがありますね 

自宅兼事務所ですので、ここは見てのとおりリ

ビングです。事務所用の部屋もありますが、そこ

は妻の仕事部屋なので私はほとんどここで仕事を

しています。（笑） 
ご自宅の前は那珂川で環境がいいですね 

はい、すぐ目の前なので窓を開ければ川のせせ

らぎも聞こえます。それに近くに民家が無いので

家で楽器を演奏しても大丈夫です。 
そうです、趣味を聞いていませんでした 

私も妻もサックスを演奏します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ということで、２枚目の写真はお二人を結びつ

けた楽器を持っていただき撮影させていただきま

した。 
 奥様との出会いは、矢野会員が都内の大学に通

っていた時にサックスを習っていた音楽教室で、

そこに奥様も通っていたことが始まりとのことで

した。 
 奥様の「楽器の趣味や士業同士など主人と共通

点が多いことがお互いの理解につながっています。

様々な共通認識があるということは夫婦にとって

大切なことです」という言葉にお隣で矢野会員が

大きく頷いていました。 
お忙しい中お時間を作っていただきありがと

うございました。矢野会員と奥様お二人の、ます

ますのご活躍とご健勝をお祈りいたします。 
（芳賀支局長 大塚一芳） 

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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天日鷲命（あめのひわしのみこと）を祭ること

から「お酉様」として親しまれている鷲宮神社は、

「咳き止めの神様」として信仰を集めている。鎌

倉幕府２代将軍、源頼家公が幼少の頃、今の「百

日ぜき」にかかり、心配した頼朝の妻北条政子が

鶏肉と卵を断って病が治る様に祈願をしたところ、

たちまち回復したという言い伝えが残っている。

１１月の例大祭には、その故事にならった「強卵

式」という奇祭が行われる。さてどんな祭か。 

 強卵式が開始する時刻ぎりぎりで着いた私は急

ぎ社に向かった。人だかりを押しのけると、そこ

には錫杖（しゃくじょう）と一升瓶を持った天狗

がいた。神主のお祓いを受けた参加者（頂戴人と

呼ぶ）たちが、御神前に正座させられ、神の使い

であるこの天狗様（猿田彦命、さるたひこのみこ

と）に一升瓶を押し付けられ清めの酒だから一滴

残らず飲み干せと責め立てられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

何とか一升瓶を乗り切ると、今度は山と盛られ

た生卵を食え食えと責め立てられる。山伏がご飯

を食え食えと責める強飯式は有名だが、鷲宮神社

では、神の使いである天狗様が卵を食え食えと責

め立てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、頂戴人たちはどんなに責められても卵

を口にせず、「お酉様の有り難き卵は食べるわけに

はまいりません。神様にお供えいたします」とい

って辞退する。その心掛けを良しとし、天狗たち

が人々の無病息災、五穀豊穣を約束する。これは

鷲宮神社へ御参りをするには鶏肉や卵を断つべし

という故事にちなんだ儀式である。 

例大祭は毎年１１月２３日に行われる。強卵式

はその一神事である。来年は酉年なので、また格

別のご利益があるのではなかろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竿に吊るしたお菓子をこぞって取ろうとする

子供たち。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 放卵（模造卵）の模様。受け取った方は無病息

災を祈願した茹で卵がもらえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 山車も立ち並ぶ。勇壮である。 

 

鷲宮神社 

栃木市都賀町家中４５１-２ 

電話番号０２８２-２７-１４１９ 

 （支局長 綾部一成） 

支局かわら版
福を掻き込み、運を掻き込むお酉様 

栃木支部 
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【小 山】 

 

二士会無料相談会 

 

 １１月３日（木）１０時から思川道の駅にて、

土地家屋調査士と行政書士合同での二士会無料相

談会が開催されました。小山支部会員約２０名が

受付及び相談員として対応しました。 

 当日はとても晴天で道の駅内でも菊花祭りが行

われるなど、とても活気付いているように感じら

れました。小山市内でも運動会やお祭りなどがあ

ったせいか相談件数は例年より少なめでしたが、

その分ひとつひとつの相談にじっくり対応するこ

とができたようです。 

 相談内容は「相

続・遺言」が多く、

その他には農地

や売買契約につ

いてなど様々で

した。それぞれ得

意分野の相談員

が付くことのできる体制だったため、相談者は有

意義だったのではないかと思われます。 

 去年より相談者が少なくなってしまったことで

この相談会の周知の方法に課題は残ったものの、

帰っていく相談者の方たちを見て、市民の皆様に

とても役立っているのだと実感できました。 

（小山支部 野村泰紀） 

 

 

【那 須】 

 

那須支部研修会 

 

 １１月２５日（金）那須塩原市の西那須野公民

館にて第１回那須支部研修会を行いました。研修

の内容は他士業との連携について、講師は田渕徹

会員が担当してくださいました。 
 研修内容は具体的な事例を挙げて、どういった

場面で他士業との連携をとる必要があるのか。そ

れはどのような内容となるのか。など具体的な事

例に沿って説明してくださいました。まったく経

験のない業務の事例でしたが、細かい状況の説明

などもあり、イメージを持ちながら受講すること

ができました。 
また行政書士以外の士業に対する理解を深め

ることや、業務を依頼するときの注意点などもご

教示いただきました。そして今回の研修全体を通

して、依頼者の利益を最優先に考えることが重要 
であることも学ぶことができ、今回の研修は視野

を広げる良い機会となりました。 
（支局長 熊田慎一） 

 

 

【塩 那】 

 

福祉まつり無料相談会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 塩那支部では、１１月３日（木・祝）に矢板市

福祉まつり会場にて無料相談会を行いました。 
 本無料相談会は、昨年までのイベントよりは縮

小され、小規模なものとなりましたが、行政書士

の業務に関し広く一般の方に周知していただき、

一人でも多くの方の日常生活の不安や悩みなどを

解決するためのお手伝いをしたいという意図から、

行政書士の中でも、税務・労務・不動産関係・高

齢者問題などのスペシャリストが集結し、相談者

一人ひとりに時間制限なく個別回答しました。 
 相談件数は内容証明郵便文案作成について１件、

遺言や相続手続きについて１件、また成年後見や

任意後見について１件、他士業の紹介が１件と合

計４件の相談があり、相談者からは「なかなか誰

に相談していいか分からなかったけれど、ここで
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相談して良かった」という声を聞くことができま

した。 
 お祭りなどのイベント時にブースを出して無料

相談会を開催することによってより多くの方に

「行政書士」という職業を、また「身近な法律家 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 爽やかな風に揺られる黄金色の稲穂の波、今年

の稲作は天候にも恵まれ豊作だったようです。周

囲の山々を見るといつの間にか樹木の葉も色づき、

葉が落ち、紅葉も終り、朝は霜が真白く「こがら

し」の季節となってしまいました。季節の変化の

速さを痛感している昨今であります。 
  
さて、私たちは日々の生活の中で「知っている

ようで知らないもの」・「わかっているようでわか

らないもの」が沢山あるのではないでしょうか… 
 今回は、「懐石料理」と「会席料理」の違いにつ

いて記してみたいと思います。 
 「懐石料理」と「会席料理」はどちらも「カイ

セキリョウリ」と読みますが明確に区分されてお

ります。 
 
 懐石料理の「懐石」とは、禅寺で修行僧が空腹

や寒さを一時的にしのぐため温めた石を懐に入れ

て胃を温めたという故事からきた言葉だそうです。 
「懐石料理」とは、茶の席で出す一時しのぎ程

度の軽い料理で客人をもてなすためにお茶を飲む

前に出される料理です。今では、季節外れの野菜

や珍しい食材を取り寄せ調理するため高価なもの

が多く、客の懐はさみしくなり、店の懐は温まる

などと言われています。 
 会席料理の「会席」とは、もともとは連歌（２

人以上の人が集まり和歌を作ること）や俳諧（こ

っけい味のある和歌や連歌）の席を指しているそ

うです。 
 
 

がいる」ということを知っていただけたのではな

いかと思います。 
 塩那支部では、今後とも社会貢献と行政書士業

務のＰＲのためにもイベント時の無料相談会を続

けていきたいと思います。 
（広報部 松本智美） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 会席料理は、一汁三菜（吸い物、刺身、焼き物、

煮物）を基本にお通し、揚げ物、蒸し物などの酒

肴が加えられ最後に飯、味噌汁などお酒をたのし

むための料理です。 
 
 あなたの好みは、「懐石料理」それとも「会席料

理」どちらですか。 
 どちらの料理も「食べすぎ」・「飲みすぎ」はい

けませんよ。 
  
 日光山中興の祖 天海大僧正のことばに… 
 
『気は長く 勤めはかたく 色うすく 

食細くして 心ひろかれ』 
 
とあります。 
健康な日々を送るために… 

短気はおこさず、仕事をして、色はほどほどにし、

質素な食事で心はひろく持ち、これからの人生を

歩み続けたいと思います。 
  
寒さは日増しに厳しくなります。寒さに負けず、

風邪などひかず、元気で輝かしい新春を迎えまし

ょう。・・・ 
（日光支局長 手塚志郎） 

 
 

懐石と会席・何が違う 
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                      その六 

 

日本人の心  忠 臣 蔵 

 
 「頃は元禄十五年、極月半ばの十四日・・・・」とくれば皆様ご

存知「忠臣蔵」講釈師の語り始め。それほどに日本人の心を打つ「忠

臣蔵」は、数多くの芸能のジャンルで採り上げられています。 
 今回は、『歌舞伎』、『落語』、『映画』での、「忠臣蔵」についての

お話です。 
 
 『歌舞伎』の忠臣蔵は本名題を『仮名手本忠臣蔵』と言います。全十一段という長編で、普段は

有名な場を抜き出して上演（見取り）されます。今年は国立劇場開場五十周年とのことで、全段通

しで上演されましたが、三ヶ月かけての上演です。題名は、いろは四十七文字と義士の人数にかけ

たもので、歌舞伎初演も事件から４７年後というのも面白いですね。当時の幕府に気を遣い、時代

設定を「太平記」の世界にしています。登場する役名も変えています。大石内蔵助は大星由良之助、

浅野内匠頭は塩冶判官、吉良上野介は高師直となっています。歌舞伎界では昔から「独参湯（どく

じんとう）」と言われ、上演すれば大当たり間違いなしの狂言として上演回数の多いベスト３に入る

でしょう。よく上演されるのは「七段目」で、通称「茶屋場」一力茶屋での由良之助の放蕩ぶりと

酔態が見どころで、仇を討つ性根を隠すところ、密書を読む由良之助、二階のお軽、床下の九太夫

が見せる構図は絵面で歌舞伎味が横溢しており、全段の中でも人気の場です。大星とお軽は大看板

役者の演じる役所です。 
 機会がありましたら、是非ご覧いただきたい芝居の一つです。 
 
 
 『落語』の方は、忠臣蔵のパロディ的な噺が中心です。「四段目」「五段目」「七段目」「淀五郞」

「中村仲蔵」「芝居風呂」「質屋芝居」など数多くありますが、「七段目」が聴く機会が多いと思いま

す。内容は、ある商家の若旦那が芝居好き、奉公人の定吉も芝居好きで、若旦那が父親に叱られて

二階へ上がるが、そこでも芝居の物真似をする、定吉が止めに上がるが、芝居好きの二人のこと、

二人で芝居が始まってしまう。「七段目」で平右衛門とお軽の件、若旦那がノリに載って、質物の本

身の刀を抜くので定吉は怖がって階段から下へ落ちてしまう。大旦那が助けて「てっぺんから落ち

たか」と聞くと定吉が「いいえ七段目」。 
 忠臣蔵を知ったうえで聞くと面白い噺ばかりです。 
 
 
 『映画』では、時代劇の東映を始め、邦画各社が正月興行として，オールスター作品を作りまし

たが、大変なのは配役です。たとえば東映作品では、片岡知恵蔵が大石内蔵助を演じると、市川右

太衛門の役はということに・・・。 
 それぞれの会社でのスターの地位に応じて役が決められました。 
 松竹では、歌舞伎役者を抱えていたので、芝居味があって面白かったです。 
 東宝では、もちろん大石は三船敏郎ですが、若大将の加山雄三などが時代劇に出演しており、興

味深く観たものです。（一時は東宝歌舞伎に在籍した松本幸四郎や市川中車なども出ておりました）

大映は長谷川一夫で決まりですね。映画作品はＤＶＤでご覧になれますので、懐かしい作品を是非

一度ご覧下さい。 
 

                              （与太郎） 
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高井先生 さようなら 
 

 

 栃木県行政書士会のマスコットキャラクター、「アドちゃん」の作画をして下さった高井研一郎先

生が、去る１１月１４日肺炎の為お亡くなりになりました。 
 享年７９歳。代表作の「総務部総務課山口六平太」は全８０巻の大作です。 
 「アドちゃん」誕生までの思い出話をお聞きいただければと書いてみました。 
 
 高井先生と私が出会ったのは、「寅さんファンクラブ」の新年会の席上でした。 
 以前から高井先生が落語好きだと言うことは知っていたので、先生に話しかけたところ、寅さん

の話と落語の話に花が咲きました。「是非事務所に遊びに」と誘われた私は図々しく調布の高井プロ

ダクションを訪ねました。事務所には数人のアシスタントの方が忙しく漫画を描く補助をしており

ました。一段落したので自宅へと招かれて、お宅で食事をごちそうになりましたが、その席上、い

ろいろとマジックを見せて下さいました。私たちが驚く様子を見て、次から次へとマジックを演じ

る先生もとても楽しそうで、時間の過ぎるのを忘れるほどでした。後でわかったことですが、マジ

ックナポレオンズを始めマジシャンの知人がたくさんいらしたので納得したものです。 
 その後も交流を続けていましたが、私が広報部長のとき、会のキャラクターがあったら良いなと

考えて、無理を承知で高井先生にお願いしてみようと思ったのです。高井先生

は快くお引き受け下さり、私が行政書士は今時はワープロなどを使って書類作

成をしますが、昔に戻りペンを持って立っているところでもお願いしたいとお

話ししたら、数日後、原案としてＦＡＸが届きました。 
 なんと、誰が見てもキャラクターは六平太そのままの姿なのです。広報部と 
しても大喜び。早速調布の事務所に当時広報部員だった新井さんと受け取りに 
お邪魔したのです。その折に大発見。壁に掛かっていたパネルの写真が、タン 
ゴ歌手の「エドムンド・リベーロ」のもの。タンゴ好きの私にとってはよく知 
っている存在でした。そんなことから話が盛り上がったのです。その後も先生 
は何種類ものアドちゃんを作画して下さいました。これは会にとっての宝物だ 
と思います。 

 告別式に参列させていただきましたが、式場には

タンゴが流れ、お別れの際には会葬者全員が生花の

他、天国でもマジックをとトランプのカードを棺に

入れ、出棺の折にはタンゴが先生を送り出すという、

高井先生らしい葬儀でした。 
 高井先生ありがとうございました。「アディオス・

マエストロ･高井」 
（小室） 

 
 
 カットの色紙は、高井先生が真ん中に自画像を（普

段は六平太を描く）描き、周りに著名な先生の作品

を書いた色紙を戴いたものです。 
 
 
 

高井研一郎氏追悼 
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 日 予  定 時  間 主  催 

4 水 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 

7 土 貨物運送事業研修会 
「申請書作成から申請までの知識を身につける」 

14:00~17:00 業務第１グループ

10 火 編集会議 13:30~ 広報部 

11 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~ 申取管理委員会

総務部会 13:30~ 総務部 
外国人在留資格無料相談 

（於：足利市生涯学習センター会議室） 

13:00~16:00 足利支部 

12 木 登録説明会 10:00~ 総務部 
16 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 

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 火 財務所長講話と国有財産に関する申請業務研修会 13:30~15:00 業務第２グループ

18 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 土 貨物運送事業研修会 
「事業開始準備の支援手法を身につける」 

14:00~17:00 業務第 1グループ

22 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 

24 火 制度推進部会 10:00~ 制度推進部 
25 水 登録説明会 10:00~ 総務部 

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 

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） 

10:00~12:00 小山支部 

26 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） 

10:00~12:00 小山支部 

27 金 業務部グループリーダ会議 13:30~ 業務部 

栃木県行政書士会カレンダー（１月） 

事務局よりお知らせ 

12/29(木)～1/3(火)は年末年始休暇と

なります。よろしくお願いします。 

  皆様良い年をお迎えください。 
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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 

937 H28.11.4 平成 28年秋の叙勲受章者のお知らせ 

  H28.11.8 平成 28年 11月分会費納入について（お願い） 

971 H28.11.10 消費者庁任期付職員の募集について（会員周知願い） 

995 H28.11.16 国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底等について（周知協力） 

1063 H28.11.30 平成 29・30年度定期競争参加資格審査について 

1079 H28.11.30 特定行政書士法定研修に関するアンケートの実施について（ご案内） 

1081 H28.11.30 平成 29年 新年賀詞交歓会及び理事会の開催について 

 

 

 

 
 

標記については、申請を行うにあたって事前にパスワード発行申請が必要となりますが、現在、前

回（平成２７・２８年度）に比べ申請件数が少ない状況となっております。 
パスワード発行申請については、１２月２８日期限ですが、パスワード発行には１週間程度かかる

ことから、申請予定者については早期のパスワード発行申請を行って頂きますようお願いいたします。 
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。 

 
 
 
 
  

（平成２８年１２月９日現在 広報部調べ） 

 
県市町名 担当部署 電話番号 

建設 
工事 

測量・建設 

コンサル 
物品・役務

1 宇都宮市 理財部契約課管理グループ 028-632-2179 12/1～

12/28 

12/1～

12/14 

受付終了 

(H29～H32

年度) 

2 足利市 契約検査課契約担当 0284-20-2119 市内･準市内業者 

12/6～15 

市外業者 

1/10～19 

随時受付中

(H28～H29

年度) 

3 栃木市 契約検査課 0282-21-2361 市内･準市内 

12/12～1/13 

上記以外 

1/16～2/3 

11/21～ 

12/9 

4 佐野市 契約検査課契約係 0283-20-3027 市内･準市内：1/6～1/13（名称の

頭文字で受付日の指定あり） 

市外：1/6～1/31 

5 鹿沼市 契約検査課契約係 0289-63-2278 12/1～12/20 

6 日光市 契約検査課契約係 0288-21-5134 1/10～1/24 

栃木県内 市町別 
平成２９・３０年度 入札参加資格審査申請日程表 

日行連だより 

平成 29･30 年度定期競争参加資格審査について（国交省より）
                         ～日行連より～ 
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県市町名 担当部署 電話番号 

建設 
工事 

測量・建設 

コンサル 
物品・役務

7 小山市 管財課工事契約係(建) 

管財課物品契約係(物) 
0285-22-9323

0285-22-9325

市内：1/6～1/13 

市外：1/16～1/20 
受付終了 

(H29、H30

年度) 

8 真岡市 総務課契約検査係 0285-83-8145 市内業者 12/5～12/16 

市外業者 1/10～1/20 

9 大田原市 検査課契約係 0287-23-8189 12/1～12/16 

10 矢板市 総務課管財担当 0287-43-1113 1/10～1/24 12/1～

12/15 

11 那須塩原市 契約検査課 0287-62-7114 1/13～1/31 

12 さくら市 財政課財産管理係 028-681-1122 12/1～12/22 

13 那須烏山市 総務課契約管財グループ 0287-83-1117 終了 

14 下野市 契約検査課 0285-32-8890 1/11～1/25 1/30～2/10

15 上三川町 総務課管財係 0285-56-9114 2/1～2/15予定(12月 HP掲載予定) 

16 益子町 総務部企画課管財係 0285-72-8829 2月上旬予定（1月ＨＰ掲載予定） 

17 茂木町 総務課管財係 0285-63-5615 町内：1/10～1/17 

県内･県外：1/18～1/25 

1/10～随時

受付 

18 市貝町 総務課庶務係 0285-68-1111 2月予定(12月か 1月 HP掲載予定) 

19 芳賀町 総務課管財係 028-677-6011 1/11～2/10 

20 壬生町 総務課管財係 0282-81-1809 12/8～1/20 12/8～2/3 12/8～2/17

21 野木町 政策課契約管財係 0280-57-4118 1/13～1/27 12/2～

12/16 

22 塩谷町 総務課管理担当 0287-45-1111 未定(1月中旬HP掲載予定） 

23 高根沢町 総務課契約係 028-675-8101 2/1～2/15 

24 那須町 総務課管理グループ契約管理係 0287-72-6902 12/5～1/13 

25 那珂川町 総務課管財係 0287-92-1111 1月中旬～下旬予定 

(12月 HP掲載予定） 

1月下旬～2月

上旬予定 

(12月 HP掲載

予定） 

26 栃木県 県土整備部監理課建設業担当(建)

会計局会計管理課契約指導・ 

調達室(物) 

028-623-2390

028-623-3023

県内業者 

※1 

11/21～

11/30 

県外業者 

12/1～

12/6 

(電子のみ)

県内業者 

※1 

12/7～

12/15 

県外業者 

12/16～

12/21 

(電子のみ) 

更新申請 

終了 

新規申請 

随時受付 

 

 

注 （建）：建設工事、測量・建設コンサルタント   （物）：物品・役務 

※１ 所在地を管轄する土木事務所毎に申請受付日が指定される予定です。 

上記日程表は、広報部で調査し参考資料として作成したものであり、上記日程表に関して生じた事務

処理について、責任を負いかねますので、申請の際は該当市町村のＨＰ等でご確認下さいますよう、

お願いいたします。 
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財務所長講話と国有財産に関する申請業務研修会  業務部 第２グループ主催 

○開催日時 平成２９年１月１７日（火）１３：３０～１５：００ 

○開催場所 栃木県行政書士会館２階 

○研修内容 ・所長講話「我が国の財政の今と未来 ～次の世代への橋渡し～」 

・国有財産に関する申請業務研修 土地境界確定申請、普通財産売払申請等 
について他 

○対 象 者 会員、補助者 

○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１１日（水） 

ＣＡＤ研修会                  業務部 第２グループ主催 

○開催日時 平成２９年２月３日（金）１３：３０～１５：３０ 

○開催場所 栃木県行政書士会館２階 

○研修内容 Jw_cadの基本操作と座標値をJw_cadの画面に展開する方法を学びます。 

      Jw_cadは図面作成ソフトですので、図面が必要な業務で活用できます。 

○対 象 者 会員、補助者 

○講  師 行政書士 稲葉昌俊 

○受 講 料 ５００円 

○当日必要なもの 

  下記のソフト２種をインストールしたパソコンをご持参下さい。 

  インストール先はＣドライブにお願いします。画面案内に従って作業を進めますと、 

  Ｃドライブにインストールされます。 

  ご自身でインストールができない場合は、業務第２Ｇが作業をお手伝いしますので、 

  １３時にお越し下さい。 

  (1)Jw_cad (Version7.11)   

Windows上で動作する2次元汎用ＣＡＤです。 

http://www.jwcad.net/download.htm 

※最新版のVersion 8.00dはダウンロードしないようご注意下さい。 

(2)XYZtoJww for Jw_win（Version2.10） 

座標データをJwwデータにコンバートする支援ソフトです。 

http://www.e-tripod.net/htm-dir/soft.html 

○締め切り ２月１日（水） 
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貨物自動車運送事業研修会（全１４回）       業務部 第１グループ主催 
○開催日時（各回１４時～１７時） 

回数 開催日 内容 

第９回 １月２１日（土）「事業開始準備の支援手法を身につける」 

第１０回 ２月 ４日（土）
「事業用自動車の登録・保険・税等に関する知識を

身につける」 

 

○開催場所 栃木県行政書士会館２階 

○研修内容 

本研修は貨物自動車運送事業関連業務の実務スペシャリストを養成するための研修です。カリ

キュラムの全日程に出席することで事業者を指導する知識が身につけられるようになります。 

○対 象 者 会員、補助者 

○受 講 料 各回２千円（テキスト代を含みます。お釣りの出ないようにお持ち下さい。） 

○締め切り 第 ９回  １月１０日（火） 

第１０回  １月２７日（金） 

○今後の予定（各回１４時～１７時） 

回数 開催日 内容 

第１１回 ２月１８日（土）「法令遵守支援知識を身につける」 

第１２回 ３月 ４日（土）「Ｇマーク取得支援手法を身につける」 

第１３回 ３月１８日（土）「事業改善の支援手法を身につける」 

第１４回 ４月 １日（土）
「安全マネジメント構築支援手法を身につける」 

閉講式 

※ 全１４回の研修を受講された会員には、栃木県行政書士会会長名による修了証が発行されます。 

※ 受付の開始時刻は１３時４５分からです。その前においでいただいても、対応いたしかねる可

能性がありますのでご注意下さい。 

<

広 

告> 
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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 

1/17 
財務所長講話と国有財産に関する 

申請業務研修会
無料 1/11 

会員 補助者 

－ － 
  

1/21 貨物自動車運送事業研修会 第9回 2,000円 1/10 
会員 補助者 

－ － 
  

2/3 ＣＡＤ研修会 500円 2/1 
会員 補助者 

－ － 
  

2/4 貨物自動車運送事業研修会 第10回 2,000円 1/27 
会員 補助者 

－ － 
  

 

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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募 集 

２８年度までの賀詞交歓会を、開催時期を変更し、 
名称を「新春交流会」として開催致します。 
 
日 時：平成２９年２月１０日（金）１６：００～ 
場 所：宇都宮市上大曽町４９２－１ 

     「ホテル東日本宇都宮」大和西の間 
 
※参加申込みは、今号に同封した案内文書をご参照ください。 

平成 2９年 新春交流会のご案内 

以下の内容で、栃木県と共催による研修会を開催致します。 
日 時：平成２９年２月１０日（金）１３：１５～１５：３０ 

 内 容：第１講義（講師：栃木県 行政改革推進室 担当職員） 
「独自規制の見直しについて」 
第２講義（講師：弁護士 坂本廣身 様） 
「行政書士の繁栄講座」 

場 所：宇都宮市上大曽町４９２－１「ホテル東日本宇都宮」平安の間 
 
※お申し込みは、今号に同封した案内文書をご参照ください。 

平成 2８年度「栃木県との共催による研修会」のご案内 
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【入 会】                

 

 
支部・氏名 

登録年月日 

入会年月日 郵便番号
事 務 所 名 

電   話 備 考
所  在  地 

 小 山 H28.2.15 

H28.11.1 

323- 

0822 

行政書士沼良事務所 
0285-37-8972 

茨城会

より転

入  沼   良 小山市駅南町 6-1-1 

 宇都宮 
H28.11.1 

320- 

0828 

池田猛行政書士事務所 
028-635-2008  

池田  猛 宇都宮市花房本町 7-5 

 宇都宮 
H28.11.1 

321- 

0166 

はまだ行政書士事務所 
028-688-7576  

浜田 龍一 宇都宮市今宮 4-13-8 

【退 会】柏原輝雄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 

小 山 滝沢 光 H28.11.30 廃 業 那 須 柏原 輝雄 H28.11.13 死 亡 

【変 更】                             

支 部 氏 名 変更事項 変 更 内 容 

宇都宮 沼田龍之助 事務所名 沼田行政書士法務事務所 

宇都宮 金田 修治 
所在地 

電話番号 

宇都宮市台新田町 164-8 レジデンス根本 103号室 

028-601-7779 
 
 

  

 

 

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 28年 11 月 30 日現在）

行政書士とちぎ 12 月号 №480 

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 

平成２８年もあと数日でおしまい。 
ふり返れば、この年までたいした病気も

ケガも無く過ごさせて頂いた有難さをしみ
じみと感じる。また来年も、元気に皆様と
会えますように・・・ 

どうぞ、良い年をお迎えください。 

（広報部 山本昭子）

<

広 

告> 
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