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栃木県行政書士会副会長掘越功

行政晋士が業務として取扱う書類の作成は複雑多岐にわたり、行政書

士業務で食べていくためには、－人ひとりの行政書士が専門業務におけ

る得意な分野を見い出し「業務を特化」することにより、広い視野に立

ち依頼人から相談を受けサービスを提供していくこと、また、司法書士、

調査士、税理士、弁護士等他士業者と相互業務の提携を図り事務所の特

徴を出すことが必要である。

頬の｢|ﾖ請も、政府の構造改革により行政改革、規制緩和が進み環境の変行政官庁等へ提出する普類の申請も、政府の構造改革により行政改革、規制緩和が進み環境の変

化は目覚ましく様替りを示している。執行部では斯様に社会環境が激しく変化することに対応し、

各種法律の制定や県の条例等の改Ｗ２には日を光らせ一早く新しい業務として受け入れるために申請

届出書類の研究に取組んでいます。

業務開発部では、前沢部長を始め担当部員が稀少業務の掘り起し、新業務分野の開拓に力を入れ

専門家として行政!'ド士業務に馴染む11糊の作成を探索しています。

その一例をご紹介しますと、向動車リサイクル法、代行業、警備業、土地利用関係では国有地払

い下げ、土砂条例等、酒類小売業免許に係る規制緩和に伴い緊急調整地域における付与制限による

経営改善や転廃業等取扱い、少子而齢化社会が進む中で成年後見制度の取扱い、相続遺言等に関す

る手続書類、建設業関係では経鴬躯項審査（経審）業務の取扱制度が国士交通省の公益法人に関す

る法律が改正され、平成１６年３月から指定期間である建設業情報管理センターから登録機関に移

行されるようになる見込みがあり、今後この経審業務を取扱う会員は本県の動向を充分に注意をし

て見守る必要があろう。

今後は、電子申請が益々進み行政、経営、社会に及ぼす影響は日常生活における社会構造が変化

し、申請届出は便利になり誰でも居ながらにして簡単迅速にでき、我々の業務は大きく変って行く

ことであろう。このような変化に対応していくためには、その専門的見所から地域に密着した「業

務」を行い、地域社会に貢献し社会的評価が得られるならば、事務所も繁栄し行政書士で食べて行

くことができる。
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（栃木県行政書士会）

正副会長｡部長｡委員長｡支部長による合同会議について

猛暑の再来となった９｢]１２日、午後２時か

ら全員出席のもと会議が開かれた。その結果に

ついて概要を報告します。

会議は宮|嶋副会長の開会に始まり、会長から

特に厳しい現社会環境のもと各部に於ける事業

執行状況と近く行政iIド土制度強調月間を迎える

対応等につき協議を願うため各部毎の報告を求

めました。又会長が||行迎で担任される社労税

務経営部長職の課腿や問題点の推進状況の報告

と、関東地方協議会の会長とする一部十県の代

表とする執行状況と更には関東地協での全体会

議に対する当番が当県であり１１月の開催に向

って会場その他運営に関する関係各位の協力を

要請された。

議題は各部の執行状況報告と、これに対する

質議等をすることとし会長を議長として進めら

れた。

１総務部関係

主な事業は、新入会貝へのオリエンテーショ

ンの実施、臨時総会開催とその準備対応、会員

名簿の印刷と編綴、会則の見直しと検討、会員

の福利厚生、特に傷害保険への加入、行政I喋士

試験に対する監督員と執行に対する協議代理権

取得後の対応特に県と共催による研修会の持ち

方、総務大唖表彰の受彰祝賀会についての対応

等計１１１mと執行状況の報i1f、又名簿はファイル製

とすることで、その細線と会館些庫の整備につ

いて金敷副会長、市川総務副部長と宇都宮支部

会員の方々の奉仕的労ﾉJ提供を受けた点の報告

と感謝を申し上げた。

２財務経理部

特に会費未納肴に対する督令や諸諸の方法を

講じるも応ぜない会旦への対応、会館普庫の整

備で生じた備品の不川,ＩｎｊＩについての処置と対応

につき財務経叫部としての考え方を報告された

３広報部

毎月の広報編集を部興で執行後校正について

は従前部長が当っていたが、今後は毎月部員が

交代で責任校正とするようにしたこと、広報パ

ンフレットを新しく作成したこと、これを各支

部平均に３００部宛発布し利川していただくこ

とにした。次に平成１６年川のカレンダーの原

版が完成、これを年末までに配布広＜利用され

たいこと、書士制度強調月間対応の横断幕を張

ること等を報告された。

４制度推進部

今年は三士会「司法I￥l:会、調査士会、行政

I￥ｋ会」による合同無料'W1談会を催す会場を更

に１ケ所増設、県央、県北、県南２ケ所と４ケ

所で実施することとした。今年は調査士会が当

番となりその執行順に会員を派遣すること、次

に各支部単位で社会貢献事業を実施する際には

補助して努力することをしたいと説明した。

５業務研修部

特に業務上の研修に亜点をiifiいて執行したい、

雌業廃棄物に関する研修を史に２１馴実施する。

IlWIliが終備されたことに伴い今後は、会員の利

便を考慮した専門図11ドの設慨と併せてインター

ネット等でも利用する設備の検討をしたいと報

告された。

６業務開発部

特に自動車のリサイクル法に関することと酒

弧販売を目的とする手続についての研修を１０

１１ド句に予定している点の報告があった。

７１Ｔ戦略特別委員会

，I肺の整備後再利川について各種の申請に関

する参考資料の収蔵をし、会員の常時利便に供

したい。又、電子県庁に関する状況等について

早急に実情を把握して対応をしたいと報告され

た。

８綱紀委員会

未納会員に対応する方法につき、制度推進月

間終了後に委員会で検討をすると報告した。
質問もなかったので会長は特に制度推進に対

応する要請や執行上に充分当てられるよう指示

があり午後３時４０分閉会した。

（総務部長秋田豊）
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平成１５年９１ｊ５日（金）午後３時から２時

間に渡り、業務研修部長の横山真氏が講師とな
り行政苫土会館で「契約課作成の基礎知識」に
ついて開催されました。
先ず、契約と法（民法、特定商取引法、消費

者契約法等）について、契約を締結するうえで

必要な条件と注意点などの基本的な内容に引き
続き、契約の櫛類についての説明の中で、特に

照与契約では「''1ｍによらざる贈与」は、履行
が完了するまでは、いつでも取り消せるので書

面での締結が望ましいﾘｊ:と、和解契約で示談害
作成は、弁謹|身法に抵触するので注意するよう

説明がありました。

次に、契約1.¥作成の実務については、形式に
決まりは無いが、兇易い形に縄める事、更に注

平成１５年９川１９日（金）午後３時から２

時間、行政Ｉ１ｆ士会館に於て、前洋反一会員に講
師をお服いして、｜鴬地利川に関する第１回目の
研修会を|州催した。

まず、呪ｲ|§の土地政莱を理解するうえで必要
な事柄、即ち、戦後に於ける地価の動向と、土
地に対する国民や企業意識の変化や上地利用上
是正すべき問題点の派生、それ等に対し土地政
策はﾀⅡ何に対処したか、現在どんな土地政策が
とられているか等について講義された。
引続き、「調盤区域内の農用地で、市道、水

路青地、民地等に隣持する土地の一部を分等し、

その土地に背地を払ドげして加え、流浮を水路
に放流する一号店舗を建築する。」という仮想
依頼事件を提示し、講師自身で作られ利用して
いる「土地利用調普」「行政手続き行程表」関
係参考資料更には、申請雪受付時に使用されて
いる「申請鍔添付図書のチェックリスト等を用
いて､その処理課程と注意点を丁寧に解説された。
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ＩＴ戦略特別委員会パソコン研修会開催
'’１（土）午後1時から、行政書士会館方や参加者同士でメールの送受信などを体験し、
:、パソコン研修会が開催されました。終始楽しく和気あいあいとした研修会でした。
ＩＴ戦|略特別委員会の田代昌宏会員が（ＩＴ戦略特別委員会工藤恭裕）

９月６１１（土）午後1時から、行政書士会館
において、パソコン研修会が開催されました。

講師は、ＩＴ戦略特別委員会の田代昌宏会員が
担当され、参加者は１０名でした。今回は、「
第１同インターネット初級コース」で、インタ
ーネットの基本的な利用方法の解説、情報や地
図の検索の仕方、普士会サーバーからの申請書
ダウンロードの手順の説明がなされました。ま

た、コンピューターウイルスについての説明も
あり、パソコンの管理の仕方を学びました。参
加者それぞれがホームページの検索、閲覧の仕

一
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土地利用の関係法の概要
（金）午後３時から２この様な識溌は、ノド研修会でしか得られない

て、前洋反一会員に講内容であったと思われ、受講者のi:'1からは「こ
''1に関する第１回目のんな資料がほしかった。」「こうゆう話が聞き

たかった」というﾉ肘が聞かれ、実務に役立つ有
を理解するうえで必要意義な研修会であった。
ける地価の動向と、土・最後に、熱心な受講者に対し、次の研修会で
識の変化や上地利用上取り上げてほしい識迦、要望事項、御意見を研
、それ等に対し土地政修部までお寄せ下さるようお願いして散会した。
現在どんな土地政策が（業務研修部大槻武徳）

研修会（契約書作成の基礎知識）開催
年９１ｊ５日（金）午後３時から２時意点として、会社関係の場合、契約の当事者確

業務研修部長の横山真氏が講師とな認を徹底すること、契約当事者の記名か署名か、
僻会館で「契約課作成の基礎知識」に実印か認印か明確にし、後で争いが生じないよ
:されました。うに万全を期するよう説明がありました。
:約と法（民法、特定商取引法、消費私たちが生活するうえで一番身近な法律行為
;）について、契約を締結するうえでである「契約」と言う事で、３５名もの受講者
:と注意点などの基本的な内容に引きがあり「契約行為とは」を再認識できました。
|の櫛類についての説明の中で、特に（業務研修部鈴木昇）

芦墜亨
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貨物|自|動車運送事業に関する研修会開催

平成１５年９月２６日午後２時から、行政書

士会館において貨物自動車運送頭業に関する研

修会が開催された。

国土交通省関東運輸局栃木運輸支局企画輸送

課専門官及び輸送係長の両氏を講師に、貨物自

動車運送事業法の改正（本年４月１日施行）の

槻要並びに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の手続等

々について行われた。この研修会のため、多く

の資料を用意され、講義をしていただいた講師

の方々に対し深謝申し上げます。

なお、当日の研修会費料を実費にて会員に頒

布します。必要な方は事務局まで申し込み下さ

い。（業務研修部長横山真）
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全国事務局長連絡会開催
去る９月２５．２６日（木・金）日本行政書

士会連合会において全国事務局長会議が三年ぶ

りに開催された。（出席者５３名）

第一日目（９／２５）午後１時３０分開会

開会の言葉・日行連会長挨拶・日行連事務職員

の自己紹介があり、下記内容について連絡会が

開催議題（１）日行連からの連絡事項

①所在不明会員に関する措置

②－①会則改正に伴う登録事務処理

②一②登録事務処理に関する留意点

③事務所の法人化概要と作業日程

④高度情報通信社会対策本部の取り組み方針

⑤研修センターの構想内容

⑥連絡事項に関する質疑応答

⑦その他

上記内容について資料に基づき、粟蔵総務部長

・蝦田登録部長・千葉副会長（総務・財務担》'1）

・大塚日行連専務・土田事務局長等による説明

がなされた。連絡会終了後、こまばエミナース

において全国事務局長を囲み懇親会が開催され

た。

第二ｎｌｌ（９／２６）

午前９時３０分開会

（１）単位会事務局から日行連への質問、要望

への回答が資料に基づきなされた。

（２）単位会相互の意見交換（フリートーク）

が行われた。フリートークでは事務局職

員研修、ＨＰ作成に関すること、会費滞

納者・所在不明会員への対応に関するこ

と等意見交換が行われ、また、福利厚生
の在り方、登録日・処理口・会費滞納に

対する督促、催告手続き等々に関しては、

後日、日行連でアンケートをとり検討す

ることとなった。

（３）その他全行団より損害賠償責任保険の件

や、手帳の取りまとめ等について依頼が

あり、また、日政連より衆議院解散に伴

う推薦候補者について、１０／９迄に提

出頂きたい旨の要請がなされた。

平成１６年８月１，から施行される「行政沓

士法人」に関する件については、会長会、理事

会等で具体的内容が示されるとの報告があり、

事務局にとって登録業務が複雑化するため、今

後より一層研鎖していかなければならないこと

を痛感し、限られた時間のなかではありました

が、二日間にわたり開催された連絡会は無事終

了し散会となった。

最後に、三年ぶりとあって、日々の苦労話、

事務局での問題点等、前向きにお話しする事が

でき、連絡会を通しより懇親を深めさせて項き

ましたことに感謝します。

今後も継続して開催されますことを希望しな

がら・・。

（当会より事務局長増田・主任石井２名出席）

（事務局長増田）
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総務大麗表彰受賞祝賀会の御礼
去る６月２６日、東京赤坂プリンスホテルに

於て、日本行政書士会連合会の平成１５年度定

時総会の直前、総務大瞳表彰式の授与式が行わ

れ、全国で３０名の受賞者のうち、当会より小

林一二、岸宏、大関長門郎、森章の４名の

会員が受賞の栄誉を受けることが'-1-|来ました事

は、当会の名誉でもあります。

授賞者中で業務歴が一番長いという事で、受

賞者を代表して若松謙維総務副大臣（当時）よ

り表彰状を受け、受賞者代表謝辞を行う栄誉を

与えて頂き心より厚く御礼申し上げます。

又、去る９月１２日にはホテルニューイタヤ

にて宮嶋副会長はじめ役員の方や宇都宮、栃木、

足利の支部長等が発起人となり、来賓、会員を

含め８０名を超える方々の御参加を頂き、４名

の受賞祝賀会を盛大に開催して頂きまして誠に

ありがとうございました。

受賞者一同、多年に亘る会員皆様方の温かい

ご指導とご協力のたまものと心より深く感謝を

向って右から○森章氏

○関口長四郎氏

○岸宏氏

○小林一二氏

申し上げます。

これ迄も行政と住民のパイプ役としての役割

を担いつつ、会務にもその役割を果して参りま

した。

近年、ＩＴ時代の進歩は著しく、行政も各種

電子申請へと変化しつつありますが、日々研鋪

と努力を軍ね行政‘等士の資質の向上と社会的役

割を果して参りたいと思っており、会務にも川

来るだけのご協力を惜しまないつもりでおりま

す。

終りに、栃木県行政晋士会の増々の発展と会

員各位の業務の隆盛を願いつつ、受賞祝賀会の

御礼とさせて頂きます。（森章）

塗塑嘆祝総務火臣炎彰受徽祝雌

画画

へ
４



商法、商法施行規則の改正が、平成15年４月１

Ｈより施行されました。国土交通省総合政策局建

設業課よりの“建設業財務諸表の一部改正”にす

る通知文については、紙面の関係で次号にて掲戦

の予定です。
｡｡｡｡、｡｡④＠｡｡｡｡｡｡｡｡｡｡｡｡⑨⑨｡｡⑤、｡｡｡｡

☆訂正しお詫び申し上げます☆

【
Ｌ

会員の皆様におかれましては、Ｈ頃2'1会戦業運

営に多大なご協力とご理解を頂き柑り雌＜厚く御

礼I|'しｋげます。

さて、平成15年７月１７日開催の臨時総会におき

まして決議されました当会の駐'|〔場川地取得の件

について、宇都宮市の市有地公売についての現地

説Iﾘl会を９月２１日（日）午後１時50分から現地に

おいて行われ、宇都宮市より土地の境界等につい

て説明を受け、９月２８日（口)午後２時30分に、宇

都宮市役所５階入札室において市有地公売一般競

争入札に参加しました。

その結果、臨時総会提出議案決議巡り無事当会

が落札することができ、１０月２１１午前１１時に宇

都宮市との土地売買契約を締結することが出来ま

したことをご報告いたします。

この|一年来当会の友好|､j1体である(社)栃木県柔

道幣復師会及び(社)栃木県宅地建物取引業協会の

深いご厚意により、当会の駐車腸不足問題を何と

か乗り越えて参りましたが、やっと、当会の駐車

場用地を取得することができました。

今後、会員のための研修会及び事業執行ための

各種会議等に有効に利用していきたいと考えてお

りますので、今後とも会員の皆様のご理解とご協
ﾉJをお願いいたします。（副会長金敷裕）

－７－

○宇都宮支部渡辺一利会員

電話･・・・Ｏ2８－６３６－６２８７

○宇都嵩支部郷lH陳久会員

住所…・宇都宮Ilj平出町2（

電話･…O28-661-2485

FAX・・・・Ｏ２８－６６１－２４８５

(駐車場用地)取得に関す

州&雌久会員

宇部富Ilj平出町2560

関東地方協議会を再考する
この数年関東地方協議会に少しづっ変化が生（４）産業廃棄物関係

じている。平成１３年度開催（干葉会幹榊に（５）車両運送』jf業関係(車庫証明･登録も含む）

おいて、分科会方式を採りテーマについては以上の私たち行政神-｣ご業務の主要な５業務につ

「行政書土制度の将来について」 いて、各恥位会の実務者、精通者から幅広い現

「行政普士の報酬について」 場の経験や情報を提供していただき、意見交換

『行政書士からみた政治活動について」 をしていただくこととしました。又担当諸官庁

以上をとらえて討論会方式にて実施した。又、の対応や、指導について行政手続法の現況等に

平成１４年開催（神奈川会幹事）においては、ついても、本年７月施行の手続代理の実施状況

テーマを「私の描くこれからの行政普土」と題等も併せて討議を行いたいと思います。

し、シンポジウム方式で、パネルディスカッシ更に、今後の問題点をさぐり顧客のシェアー

ョンを実施した。そして１５年度開催を来月にについて、掘り起しについても議論を重ねてみ

控え、栃木会が担当することとなり、先の会長たいと考えております。１都１ｏ県の日常的に

会において次の内容での実施となることについかかわっているこれらの業務についての、貴重

て、全会･一致で承認されました。な情報を会此の皆様に開示し、少しでもお役に

（１）建設業許可関係（経審も含む）立てられればと考え企l1jii立案に到りました。

（２）風俗営業許可関係（会長小林一二）

（３）国際、入管関係

米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米

９月号Ｐ２２の会員の動きの住所・電話番号等の

誤りがありましたので、下記のとおり訂正をお願

い致します。

ご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申しあ

げます。

↑
Ｌ

お知らせ
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書士会日誌
－９月（主なもの）

－８－

平成１５年１１月における経営事項審査実施の日程について

栃木県土木部監理課建設業係

土木事務所名

宇部宮

鹿沼

』烏｜|Ｉ

矢板

足利

審査予定日

２６日（水）

２７日（木）

２５ＦＩ（火）

１９１二１（水）

２８日（金）

２８日（金）

土木事務所名

栃木

大’１１原

｢Ｉ光

Ｉ１ｆ ｌ瑚穿､ざ

佐 野

審査予定日

１９日（水）

２０日（木）

２１日（金）

２５日（火）

２６日（水）

１８円（火）

２０日（木）

２日

５日

６日

８日

１１日

１２日

１６日

１７日

１８日

１９日

２１日

２２日

２４日

２５日

２６日

２８日

２９日

火

金

土

Ｊ１

木

金

火

水

金

日

月

水

木

金

|Ｉ

月

編集会議

県文響学亦課来訪による打ち合わせ

行政帯士試験会場下見

研修会（契約書作成）

4県合同研修会打ち合わせ（水戸市）

凹地協会長会

研修会（パソコン）

総務部会

会報校正

ﾙ!:環境政策課との打ち合わせ

正副会長・部長・委員長・支部長会

第２回全国説明会(自動車リサイクル）

宇都宮税務署との打ち合わせ

運輸支局との打ち合わせ

自動施盤術振興会・自動車整備商工組合

祈念式典

研修会（土地利用）

宇都宮市公売入札説明会

銀行との打ち合わせ（土地購入の件）

運I愉支肘訪問

開発部会

雫
覗務局長会議（東京）

研修会（貨物自動車事業）

宇都宮市理財部との打ち合わせ

埼玉会研修会

宇都宮市理財部との打ち合わせ

宇都宮市入札

別度推進部会

会長金敷副会長隊木部長小林副部長清水理事松本理事新井専門部員

会長金敷副会長

宮嶋剛会長金敷副会長増|u局長

講師：横山典部長

池葉専門部風渡辺（良）専門委員

会長宮111ﾙ副会長金敷副会長珊川局長石井主任

金敷委員長風Ⅲ刷委瓜長関塚理亦小林専門委員工藤専門委貝’

訓師：田代専門委貝

会長宮111師

小林剛部長

前 潔部 長 ．

会長金敬副会長岸副会長宮嶋訓会長堀越副会長秋田部長唐木田部長

青木部長浅野部長横山部長前潔部長藤森委員長斎藤支部長殿岡支部長

高島支部長青木支部長鈴木支部長大石支部長高野支部長篠原支部長

福田支部長小林副支部長

会長岸副会長浅野部長大石副部長石田理事石塚理事市村理事
前深部長手塚理聯

前深部長

横山部長

会長

大槻理亦拙師：前灘填一部長

会長金敷剛会長

会長金倣iIiIl会長

横山部長

会長堀越剛会長前沸部艮岩本剛部長住吉理事手塚理事磁田理事

増田局長石井主任
－

噸I､局長

横山部長

会長金敷副会長
一

会長

宮嶋副会長金敷剛会長

会長金敷副会長

;'1会提秋田部長市川副部長衛藤理事木下理事岡井専門部且



研修会参加申込害

(参加申し込みされる研修会について、参加申し込み欄に○をつけて申し込み下さい。）

〉研修会備 (業務研修部）
Ｆ
Ｌ

研修会を下記により開催しますので、ご参加下さい。

記

１日程及び研修科目・講師

平成１５年月日

－９－

氏名

支部名

《
Ｌ

２上記の研修会の会場等はいずれも次のとおりです。

催⑩#お知Ｉら･瞳

３研修会に参加される方は、下欄の参加申込書を利用し事務局宛ＦＡＸ又は郵送にて申し込み
下さい。或いは、参加される研修会を明示のうえ事務局まで電話にて申し込み下さい。

申し込みは随時受け付けますが、準備の都合もありますので、各研修日の１週間位前までに
は申し込み下さい。

伊
４業務研修部では､上記以外にも研修会を計画しています｡lll目次､｢行政とちぎ｣等で､ご案内します。

_L_一一－－一一一一一一一 一 一 一 一 一 - - - - - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ＝＝－－一一一一一一一一一一一一一一ーーーー－ーーー一一ーーー－ーーｰ一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一一一一■ー

事務局
電話番号

ＦＡＸ番号

０２８－６３５－１４１１

０２８－６３５－１４１０

研修会の会場

研修対象者

受講料

栃木県行政書士会館２階会議室（宇都宮市西一の沢町１－２２）

原則として会員

５００円

Ｎｏ．

１

２

３

研修会日時

平成１５年１０月２３日（木）

平成１５年１１月１４日（金）

平成１５年１１月下旬

研修科目

風俗営業許可申請に関する研修

会社・法人に関する研修

建設業に関する研修

参加申し込み欄

Ｎｏ．

１

２

３

研修会日時

平成１５年１０月２３１J（木）

午後２時から午後４時まで

平成１５年１１月１４日（金）

午後３時から午後５時まで

平成１５年１１月下旬

午後３時から午後５時まで

研修科目とその概要及び講師（敬称略）

風俗営業許可申請に関する研修

◎風俗営業許可申請について

講師→栃木県警察本部生活安全部

生活安全企画課担当官

会社・法人に関する研修

◎有限会社と株式会社の設立

講師→行政書士Ｉ嶋田安三

建設業に関する研修

◎決算害（決算報告書）からの財務諸表への

転記の仕方

講師→未定



平成１５年度パソコン研修会日程表
研修予定日時 回目

15年

11／８（士） 第３回目
午後1時～5時

12／６（土）

午後1時～5時
第４回目

16年

1／3１（土） 第５回目

午後1時～5時

2／７（土）

午後1時～5時
第６回目

研修項目

第三回

インターネット

初級コース

初心者向け

エクセル講習

初心者向け

ＣＡＤ講習

書士会

サーバー

利用講習

研修内容

栃木県行政書士会ホームページの活用法
･ウエブメール、ファイルサーバーの活用法

エクセルを利用した自習形式で行います
･各自どんな文書を作成したいのか等のテーマを
用意して参加して下さい

．ＩＴのパソコン担当者が基本的な希望や疑問を
一緒に考えながら日常業務（請求書、領収書、
見積書、申請書、委任状、建設業の工事経歴書
における請負金額の並べ替え、財務諸表への応
用等）の中で役立つ文書を作ります

研修受講者が、ＪＷＣＡＤを用いて、
面の作成ができるようにする

簡単な図

・ＪＷＣＡＤのインストール、ＪＷＣＡＤの
－

－

環境説明、ＪＷＣＡＤの基本操作、簡単な図一

面作成

もっと便利な行政書士会サーバーの利用法
･書士会サーバーメールの便利な使い方、書士会
サーバーからの申請書類のダウンロード、サー
バーを使っての頒布品購入、サーバーを使って
他の行政書士会員への伝言、サーバーを使って
回覧板を回す
サーバーを使って報告書を提出する、サーバー
を使ってのスケジュール管理、サーバーから過
去の議事録の検索、サーバーから過去の研修会
資料のダウンロード

＊講師：ＩＴ戦略特別委員会

＊使用するパソコンについてＩＴ戦略特別委員会からのお願い
研修会で使用するパソコンは各自ご用意ください。

ただし、第１回から第３回及び第６回の研修では、ランポート又はランカードが装備されてい
るパソコンが必要となります。

また、第４回目のエクセル研修は、MicrosoftWindowsのExcel９７以上のバージョンが、
インストールされている必要があります。

なお、台数に制限はありますが、パソコンをお持ちでない方も受講することは可能です。
＊第１回から第３回および第６回の研修参加希望者は、事前に書士会のＷｅｂグループウェアへ

の申し込みをしていただくと実際にサーバーを使っての体験ができます。
＊研修内容は、一部変更となることがありますのでご了承下さい。

＊受講料500円
一＝ ー 一 一 ー - － － － ‐ ‐ 一 一 － － 一 一－－－＝ーーーーーーーーー‐一一ｰーーーーー‐ー一一-＝－＝ーーー ー ー ー ー ＝ ‐ ‐ 一 一 ー ー ‐ ＝ ‐ ‐ ー ー － － - - ＝ － ー ー ー ー ＝ ー ー ー 一 一 一 ー 一 一 一 一 － － 一 一 - - 一 一 － － － ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一一

申 込 書

第１回目 ９／６（±） ② 第４回目 １２／６（土）

第２回目 １０／４（土） ③ 第５回目 1／３１（土）

第３回目 １１／８（土） 第６回目 ２／７（土）

※出席したいものに○をつけて､事務局にＦＡＸ(Ｏ28-635-1410)して下さい。

支部名

氏名

－１０－

'､雨リ

両



御

緋

平成１５年８月１１日

(国交省の事務連絡文書より）

Ｘ'評点（完成工事高）の評点テーブルの線形式化に伴う事務取扱いについて

1．概要

「経営事項審査の事務取扱いについて」の一部改正について」（平成１５年５月３０日付国総建

第４４号）により、別紙のとおり、いわゆるＸ１評点テーブルを改正した。（平成１５年１０

月１日以降に審査行政庁に申請されたものについて適用。）

２改正に伴う審査行政庁の注意点

Ｘ１評点テーブルの改正のため、財団法人建設業情報管理センター（以下「ＣＩＩＣ」とい

う。）において新しい電算処理システム（以下「第４期システム」という。）を整備している

ところではあるが、第４期システムの導入に伴い、運用の規約等が避けられない状態にある。

審査行政庁におかれては、以下の点に留意のうえ、引き続き、経営事項審査の事務処理につ

いて遺漏のないよう取り計らわれたい。

（１）第４期システムは、平成１５年１０月１日から移行作業が開始され、１０月６日より稼働す

る予定である。

第４期システムの導入にあたっては、旧システムの廃止のうえ、新システムを稼働させるこ

ととなるため、例えば、９月下旬に経審の申請を受付した場合、１０月１日以降、旧基準での

結果通知書を出力することができなくなる。

このため

①９月１日以降に受付した申請については、これを留保することとして、原則、１０月１日か

ら施行される新基準により結果通知を行うこととする。なお、８月中に受付する申請について

も、順次、これと同様の方法により取り扱うこととしても差し支えない。また、いずれの場合

においても、申請者にはその旨を説明されたくお願いする。

②９月１日以降に受付する申請については、極力、①の方法により取扱うことを原則とするが、

申請者がやむを得ない事情等により旧基準での評点による算定結果を必要とし、システムでの

出力が不可能な場合は、手書きによりその通知を行うこととする。

なお、手書きによる修正を行った場合は、インターネット公表には反映されないこととなる。

（２）本件の改正については、各審査行政庁及び各建設業団体宛に通知しているところであるが、

全ての建設業者に対して周知されてはいないため、各審査行政庁におかれては、管轄下の建設

業者に対し、改正の趣旨等の周知を徹底されたくお願いする。

（３）１０月１日から５日までは第４期システムの移行作業期間であるため、第４期システムでの

結果通知書の出力は不可能であるが、仮に、止むを得ず１日から５日の間に結果通知書の出力

が必要となった場合については、手書きにて対応することとする。

－１１－



なお、手書きにて結果通知書を作成した場合は、インターネット公表には反映されないこと

となる。

３．再審査の取扱いについて

（１）再検査を行う期間

Ｘ１評点テーブルの見直しに係る再審査の申立期間は、当該改正の日から１２０日以内（当

該改正に係る事項についての再審査に限る。）、すなわち平成１５年１０月１日（水）から平

成１６年１月２８日（水）までとする。

再審査の対象となる審査の結果は、再審査を受けようとする日の１年７月前の日以降を審査

基準日とすることとする。

（２）提出書類

申請者が再審査を申し立てるにあたっては、以下の書類を提出することとする。

①経営事項審査再審査申請害（建設業法施行規則別記様式第２６号）

②当初の経営事項審査申請書の写し及び経営事項審査結果通知書（以下「旧結果通知書」とい

う。）の写し

（３）申請書記載の留意事項

経営事項審査再審査申請害の記載については、以下の点に留意すること。

①「申請者」の欄には、主たる営業所の所在地等を記載する等、通常の経審の申請害の記載方

法と同様とすること。

②「審査の通知の番号」の欄には、旧結果通知書の「行政庁記入欄」に記載された番号を記載

すること。

③「審査の通知年月日」の欄には、旧結果通知書の「行政庁記入欄」に記載された番号を記載

すること。

（４）旧結果通知書の取扱い

再審査による経審結果通知書を受けた場合、発注者が当面、競争参加資格の確認等にあたっ

て旧結果通知書を活用することも想定されるので、その回収は行わないこととする。

４．再審査の取扱いについて

第４期システムでの移行スケジュール・具体的な再審査事務手続等については、別途ＣＩＩＣ

より近日中に通知される予定である。

－１２－
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現行及び改正後のＸ１評点の評点表

許可を受けた建設業に係る建設工事の
種類別年間平均完成工事高（百万円）

旧Ｘ１評点 新Ｘ１評点

２００，０００以上 ２，５６５ ２，５６５

1５０ ０００１ 』上２００，０００未満 ２ ４４４ １２１×／５０，０００，０００＋２，０８１

1２０ ＯＯＯｌ 1上１５０ ０００未満 ２ ３３４ １１０×／３０ 0００ ０００＋１ ８９４

1００ ０００１A上１２０ ０００未満 ２ ２２４ １１０×／２０ 0００ ０００＋１ ６７４

8０ ０００以 上 １ ０ ０ ０００未満 ２ １１４ １１０×／２０ ０００ ０００＋１ ６７４

6０ ０００以上８０ ０００未満 ２ ０１７ ９７×／２０ ０００ ０００＋１ ７２６

5０ ０００以上６０ ０００未満 １９３２ ８５×／１０ ０００ ０００＋１ ５０７

4０ ０００以上５０ ０００未満 １８４６ ８６×／１０ ０００ ０００＋１ ５０２

3０ ＯＯＯ以上４０ ０００未満 １７６１ ８５×／１０ ０００ ０００＋１ ５０６

２５ ０００以上３０ ０００未満 １６８８ ７３×／５ ０００ ０００＋１ ３２３

2０ ０００１1 上２５ ０００未満 １６１６ ７２×／５ ０００ ０００＋１ ３２８

神
１５ ０００１1上２０ ０００未満 １ 5４２ ７４×／５ ０００ ０００＋１ ３２０

１２ ０００１1 上１５ ０００未満 １４８１ ６ １ × ／ ３ ０００ ０００＋１ ２３７

1０ ０００１1 上１２ ０００未満 １４２１ ６０×／２ ０００ ０００＋１ 1２１

８０００１l上１０ ０００未満 １3５９ ６２×／２ ０００ ０００＋１ １１１

６０００１』上８ ０００未満 １３１１ ４８×／２ ０００ ０００＋１ 1６７

５０００１A 上６ ０００未満 １２６２ ４９×／１ ０００ ０００＋１ ０１７

４ ０００１』上５ ０００未満 １２１３ ４９×／１ ０００ ０００＋１ ０１７

３０００１』上４ ０００未満 １ 1６５ ４８×／１ ０００ ０００＋１ ０２１

２ 5００１A上３ ０００未満 １ １１６ ４９×／５００ ０００＋８７１

２０００以上２ ５００未満 １０７９ ３７×／５００ ０００＋９３１

１５００以上２ ０００未満 １０４３ ３６×／５００ ０００＋９３５

１２００以上１ ５００未満 １００７ ３６×／３００ ０００＋８６３

１０００ 以上１ ２００未満 9７０ ３７×／２００ ０００＋７８５

８００以上１ ０００未満 9３３ ３７×／２００ ０００＋７８５

6００１』 上 ８ ０ ０ 未 満 9０９ ２４×／２００ ０００＋８３７

5００１ 1上 ６ ０ ０ 未 満 8８５ ２４×／１００ ０００＋７６５

4００１』上 ５ ０ ０ 未 満 8６０ ２５×／１００ ０００＋７６０

御 3００１』上 ４ ０ ０ 未 満 8３５ ２５×／１００ ０００＋７６０

２５０１1上 ３ ０ ０ 未 満 ８１１ ２４×／５０ ０００＋６９１

2００１』上 ２ ５ ０ 未 満 7８７ ２４×／５０ ０００＋６９１

1５０１ A上 ２ ０ ０ 未 満 ７６３ ２４×／５０ ０００＋６９１

１２０以上１５０未満 ７３９ ２４×／３０ ０００＋６４３

１００以上１２０未満 ７１４ ２５×／２０ ０００＋５８９

８０以上１００未満 ６９０ ２４×／２０ ０００＋５９４

６０以上８０未満 ６７７ １３×／２０ ０ ０ ０ ＋ ６ ３ ８

５０以上６０未満 6６５ １２×／１０ ０００＋６０５

４ ０以上５０未満 ６５３ １２×／１０ ０００＋６０５

３０以上４０未満 6４０ １３×／１０ ０００＋６０１

２５以上３０未満 ６２９ １１×／５ ０ ０ ０ ＋ ５ ７ ４

２０以上２５未満 ６１７ １２×／５ ０００＋５６９

１５以 上２０未満 ６０５ １２×／５ ０００＋５６９

１２以 上１５未満 ５９２ １３×／３ ０ ０ ０ ＋ ５ ４ ０

１０以 上１２未満 ５８０ １２×／２ ０００＋５２０

１０未満 ５６９ １１×／１０ ０００＋５６９

－１３－



(３）

平成１５年１１月７日（金）午後２時～３時３０分

那須野が原ハーモニーホール大ホール

大田原市本町１－２７０３－６ＴＥＬＯ２８７－２４－Ｏ８８０

１目 的

この講習会は、建設業に関する緊要な課題について理解の促進を図り、
もって本県建設業の健全な発展に資することを目的とする。

２内容

（１）労働災害防止について

（２）法定外労災補値制度について等

（３）平成１５．１６年度栃木県入札参加資格申請追加受付について

（４）経営事項審査改正に伴う再審査について

（５）下請契約における代金支払の通ｌＥ化等について

（６）ＣＡＬＳ／ＥＣについて 戸、

３主催

栃木 県

４開催日時・会場

（１）平成１５年１１月４日（火）午後２時～３時３０分

栃木県総合文化センターメインホール

宇都宮市木町１－８ＴＥＬＯ２８－６４３－１０００

(２）

※お願い

参加を希望される会員の方は、会場の都合によりできるだけご面倒でも栃木県総文化

センター（１１月４日１４時～）での受講をお願い致します。

－１４－

平成１５年１１月１１日（火）

おおひら町民ホール

大平町蔵井２００１－３

午後２時～３時３０分

ＴＥＬＯ２８２－４３－５２３１
領国､

５対象者

（１）県内で建設業を営む者

（２）市町村職員

（３）建設業関係Ifjl休職員等

（６）その他関係者

６その他

（１）講習会への参加希望者は、３回に分けて行う講習会のいずれの日に参加

しても差し支えない。

（２）資料は当日Ⅲｲii。

○
○ 平成１５年度建設業者講習会開催要領

○
○



己

し、小業計画の実施の中に取り入れることにし
た。今年の支部研修会は辿産分割協議誉に必要
な、辿産の評価方法を研修することにし、その
ための参考図書は正副支部長に一任、開設日時
も一任とした。また、支部のホームページの作
成も開設にむけ検討に入っている。会員数は現
在６０名支部総会の出席者数も年々増加して
きている。行政書士会充実発展のため今後は若
い会員に期待して、役員のマンネリ化を防ぎた
いと思っている。

今年の役員改選は、支部役
員は、従来の兼業の資格者を
考慮し選任したが、県理事３
名は全て行政書士のみの専業
者に委ねることにした。また
支部役員の任期は原則２期４
年とし改選することとした。
支部役員会は開催期日を相当
で、欠席する役員はほぼいな
の役員会を開催したが、若い

Ｐ

前に決めているので、欠席する役員はほぼいな
い。本年も第１回の役員会を開催したが、若い
役員がどしどし意見希望をのべ、それらを承認
ＣつＣつＣつＣつＣつＣ つＣ つＣ つＣ つＣ つＣ つｃ つＣ つＣつ＠つＣつｃつ．。ＣつＣ◎Ｃつ＠つＣつＣつ＠つＣ○Ｃつ＠つＣつＣつＣつＣつ

霊巡婁,鯵霞

虐雪

ロ

戸 今回ご紹介するのは、去る５月の定期総会で
議長の大役を務められた、小山支部の稲葉昌俊
会員です。
小山市中心部北方、法務局小山出張所周辺の

旧国道４号線両側にはたくさんの行政書士、司
法書士、土地家屋調査士等の事務所があります。
その一角、３粁の事務所が連なる真中に稲葉会
員の事務所があります。
締腿に整理整頓された'jI:務所にてお話を伺う

ことができました。

戸旬

－１５－

て『折り梅』という原田美枝子、吉行和子主演
の邦画です。平和な家族に同居することとなっ
た夫の母親が、アルツハイマー型痴呆症と診断
される。崩壊しかけた家族が、さまざまな葛藤
を経て見調に再生した実話に基づいた作品で、
人間の無限の可能性を描いた感動作です。マイ
ナーですが皆さんにもぜひ観ていただきたい、
お勧めの作品です。
Ｑ好きな場所は？
たとえば山歩きをしていると、いいなあと思え
るところがたくさんあります。そういう所で、
周りの殿色を眺めたり、ぼ－つとしたり食事を
したりします。だからそういうところが好きな
場所です。具体的にはそれは山頂だったり、森
の中だったり、沢のほとりだったりします。先
I~Iの秋分の日も妻と日光白根に行きましたが、
無風快晴だったこともあり、山頂で食事をした
り'11座同定をしたり１時間程過ごしました。
Ｑ最後に一言
開業して同業種、異業種含め色々な人と知り合
いました。財産だと思っています。

仕事への取り組み方、趣味の山登りや映画のこ
と、その他いろいろなお話を伺うことができま
した。一見クールな稲葉先生ですが、内に熱い
思いを秘め、自然を愛する自由人であるのかも
しれません。
今後のご活躍をお祈りいたします。

（広報部）

まずは簡単なプロフィールをご紹介
口氏名稲葉昌俊
口住所小山市花垣町1-10-14
口入会年月１９９６年２月
口入会の動機独立したいと考えて
口専門○r兼業専業
口得意業務土地関係業務

Ｑ行政書士になって良かったことは？
阿分の判断で自分の思うとおりに仕事ができる
こと。

Ｑ苦労していることは？
一人でやっているので、小務所を空けることが
多くなってしまうこと。
Ｑモットーは？
動けるときは出来る限り自分が動く、お客様に
なるべく負担をかけない。
Ｑご家族は？
妾と二人暮らしです。
Ｑ趣味は？
山登りと映画を観ることです。山登りは２０歳
代後半から１５年以上やっています。月に２～
３回年間では３０日程でしょうか。今までに２
００位の山に登頂しています。今後は、北アル
プス、北海道の日高山脈、利尻礼文などに登っ
てみたいと思っています。また、ＮＨＫのドキ
ュメンタリー番組をみて感動した、北方４島の
山々にもいけたらと思います。
映画はアクション映画が好きですね。それと感
動できる作品。最近では『タイタニック』そし

一
一
一
一
一

ロ

「支部長の顔」佐野支部だより
佐野支部長高島俊夫’
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県の「交流ふれあいトンネル・橋梁盤1i神業」

の認定を受けて、平成１２年６月から工事が行

われていた粟野町の大越路トンネルが今年の３

月に開通の運びとなりました。

主要地方道の栃木粕尾線は、粟野町から東北

自道車道の栃木ＩＣへのアクセス道として、ま

た永野地区から町の中心部への生活道路として

の役割を持っている重要な路線です。そして観

光面では、Ｈ光方面への観光周遊ルートにもな

っているのだそうです。

今も残されている大越路|峠を通らなければな

らない道路は、急勾配、急カーブが続いて道''1闇

も狭いため、車両のすれ違いが困難な状態で、

特に雨天時には霧、冬季には積雪や凍結という

安全通行面での支障があるのだそうです。

トンネルの長さは、８１７１１１で片側に３ｍの

歩道が付いています。また、トンネルの東側に

は長さ１４８．５ｍの新大越路橋も造られてい

ます。工事の事業延長は２，５７０ｍで、これ

／

鞭霞謹測ppq麹Ｌ－－－－三一皇国侭

:圭畠農

~－，－毒霧警害

一
一
一

【
・》

二戸℃

▲ 新大越路橋

柴
野
町

Ｐ、

▲粟野中学校

たことにより、永野地区からの安全で快適なス

クールバスでの通学が可能となりました。また、

IlJ役場などにもスムースに行くことができるよ

うになるとともに、地域間の交流の活性化が期

待されています。

なお、鎌倉時代に粕尾地区に住んでいたI-l-1野

智玄という名医が都に上り、後鳥羽院の難病を

治癒して、その褒美に「録事法眼」という医名

を戴き、薬料として)W|尾郷を、守り本尊として

薬師ﾀI|来像を安慨する薬師堂を賜ったという

「録4噸」がトンネルの近くに祁られています。

（支ﾙｵ長和賀井良雄）

まで１０分かかっ

ていた永野・粕尾

間が７分短縮され

て３分で結ばれる

ようになりました。

粟野町には、中

学校が４校ありま

したが、１校に統

合されることにな

り、今年の４月に

新生の粟野に|｣学校

が開校しました。

トンネルが開通し
△録事尊

､＝■一

一角

獣

堂三票雲雲霧雲
二＝夢吾雷＝ず

ぐ
大
越
路
ト
ン
ネ
ル
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支部役員会開催
芳賀支部では９月２５日真岡市の教育会館で、

第３回役員会を実施した。

議題は次のとおりです。

１、行政蕎士強調月間のとり組みについて

Ａ、Ｂ班に分け、それぞれの地区役所へ出

向いてＰＲ活動を行う。

２、業務研修会の開催について

１１１１１１１、益子'111大川戸ドライブインに

て「各獅'''論に伴う現況図作成の為の測量

要髄について」を秋集憩司会員が行う予定。
（支局長秋葉憲司）

〕（支局情 報

【芳賀〕

芳賀支部研修会

芳賀支部では９月３１二l東京方面へ研修旅行を

実施した。

真岡市民会館を８時に出発し、茨城県谷和厚

インターより常磐道路にて向島へ向った。浅草

吾妻橋から水上バスにて隅｢[I川の橋や億ション

を見ながら浜離宮経I||でＲの出桟橋へ上陸、東

京タワーで昼食となった。

ここは何度か上ったことがあるが昼食ははじ

めて。近くに蛍蛸上寺（浄土宗）があるせいか

特い僧達が食』j；をしていたが、生ビールのジョ

ッキを似けていたのには皆アゼン、そんなもん

かと感心した。

′F後、lIIjl-I1の江戸東京博物館に到着、２時間

をかけて見学した。江戸から東京の戦後までの

くらしのようすが具体的に陳列されており、細

かく見ればキリが無いが戦前生まれの先生方は

興味深げであった。水戸光圃の印ろう、棟割長

屋の実物復元、特に東京空襲時のＢ２９による

ナパーム焼夷弾については秋田豊先生が詳しく

解説された。

そしてとなりの国技館相撲博物館で往年の横

綱を写真にて同噸した。次に横綱町の震災、戦

災復興記念館に寄ったが寺の庭がやけに暑かっ

た。

５時前に東京から帰路についたのでバスはス

ムーズに走って行った。

’''１}ってから次の'|が組内のそう式で、つかれ

た顔をしているよと言われ、戦災被害者のおむ

かえが来たのかと思いあたるふしも無きにしも

で、そういえばあの将さはただ半ではなかった。

今'111の研修は内容の濃い重いものであった。
（支局長秋葉憲司）

〆

７司
且

Ｌ

［那須】

那須支部、第一回役員会開催
９月４１１、ル|噸支部第一Iijl役員が、大田原市

内「神閉川」にて、１０名の出席のもと開催い

たしました。

’-11測新業務担当理事の司会進行により、篠原

新支部長の挨拶に始り、各協議事項について、

慎重に協議をした。

１、恒例による支部会員親睦旅行について

※田測111邸より数々所の案の説明がありまし

たが、県南の美術館（吉沢記念館・栗田美術

館）を主体とした行職で、１０月４口（土）

実施することとした。

２、支部研修計l1IIiについて

数例の『|Iから、辿産分割協議番・相続調査・

成年後見制度・辿言1'f作成等について、宿泊

研修とする。（１０１ｊ２３．２４日）予定又、

随時２～３件について研修を実施することと

する。

更に、支部長より強洲月刊の取組について、

充分対応して欲しい、新体制のもと更なる協力

の上支部活動を実施することとし、解散する。

（支局長君島健司）

↑
Ｌ
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【足利】

足利支部・第２回理事会開催
９月２０日、足利支部．第２回理事会が足利

Ilj民プラザで開催されました。前｢|までの残暑

から一転して冷たい雨が降りしきる中、雌ｊｆｌ

ｏ名がt1.1席し殿岡正敏支部長が談媛となり「平

成１５年度の事業計画について」と「栃木県行

政i馴胃会報告」について審議しました。

リ喋計iIIiiでは、群馬県会太'11支部との合同研

修会は、先方の都合で実現できないとのことで

残念でしたが、支部研修会をｌｌｊｊｒｌ１句に「相

続手続について」をテーマに開催することが決

定しました。掘越功副会長に講師をお願いして、

「行政とちぎ」でも紹介された「州統．遺言

の実務」をテキストとして活用します。また、

支部で開設したホームページの更なる充実につ

いても話題になりました。県会の報告では、総

務大臣表彰祝賀会（祝・森章先生受彰）、土地

購入の件（結果はどうなった？）、「三士会法

の'1無料相談」への相談員派遣、行政【'辻試験

（受験41弓１ｏ万人目前）についての報flfがあり

ました。

理事会終了後に懇親会を開催しました。｜主I比

党総裁選（小泉さんはどうなった？）や|i人軍

監僧人事（原さんはどうなるの？）などの全国

的な話題から、身近な話題（足利市の未来は？）

まで様々な情報を交換し、笑いの絶えない２時

間を過ごしました。

（足利支部杵測徹）

【宇都宮］

塩那支部役員会

蛎那支部では９月３０日午後５時から氏家町

志生亭で下記議題につき支部役員会を開催した。

（出席１１名）

１報作j噸

９ｊｊｌ２１二|の正副会長等合同会の報告を''１心

に木部動向が支部長からなされた。

２強洲ｊｌ間について

ポスター等の関係官庁に対する配ｲ|j割り当て

を行った

３支部研究会について

要望、必要に応じ適宜行うこととした。

４研修旅行について

１１月２口東京方面へ展覧会見学実施

この後６時３０分から懇親会を開き｢|頃の業務

や政治を話題に祷り上がり８時頃散会した。

へ
４

○号つ○号○○号つ○号つＣ骨つ○号ｏＣ５つ○号つＣ骨つＣ８ｏＣ号○○２つＣ§○○§つＣ§つＣ目つＣ；つＣ；○○骨つ○号つＣ曽つＣ曽つＣ目つＣ§○○２つＣ目○○骨ｏＣ２ｏＣ昌○

１０月の「行政書類手続き相談」

日時：平成１５年１１月１０日（月曜日）

午前１０時～午後３時

場所：宇都宮市役所２階（市民相談室）
担当者：前津巨一・深見史

(支部長
ﾛ,８日

ｆ二J

｢E』』

もう少しきれいに使ってほしいよね！

【鹿沼〕

鹿沼支部第３回役員会を開催
鹿沼支部の第３回役員会を９月１６ＦＩ（月）

午前１１時から、鹿沼市内の「割烹あおき」に

おいて開催いたしました。

談迦は、１０月１１日（土）に実施すること

になっている支部主催無料相談会についてで、

'11席荷、集合時間・場所、日当等について検I;､ｉ

を行いました。

そして、観察強調月間事業として毎年行って

いる農業委員会の閲覧を１０月上旬に行い、股

業委興会との業務懇談会を１０月下旬に行うこ

とに決定致しました。

（支局長和賀井良堆）
【塩那】

、

ちゃんと狙って便器の中に入れてほしいですよ。

はずしたにしても、自分のものなんですから、

後始末ができると思うんですけどね。ここでも、

自分だけよければいいや、後の人はどうでもい

いや､と言う現代社会のあらわれでしょうかね？

ほんと、朝から不愉快に

なるのは私だけでしょう

か？ほんと、掃除するお

ばさんたちもたいへんで

しょうね。みなさんは、

どう思われます？

（ペンネームパブ）

、皆さんは、高速道路をよく利用されますか？

仕事の関係上月に１，２回は利用しています。毎

回利川していて非常に強く感じることがあるん

ですよ。それは、サービスエリアのトイレが汚

いということ。朝、大きい用足しをするため、

入ろうとするのですが、とてもとても入る気に

なれないんですよ。なんとか少しはきれいなと

ころに入ろうと選ぶんですけどね。何と言って

も、大きいものが、便器からはみだしている。

－１８－



Ｐ毎
ｋ

存

い鋤総椅診～平仮ゴム箭謁再止テ型遇謹一一ノ
鋤

〕（:；鋤総満診
轡｡鍔郷哩鍔蔓瞬響一
唾‘妥銅““率幽“

白々と夜が明けだし、鳥のさえづりが、寝て

いる私にもう起きなさいと雌いて来た。眠い、

しかし、もう起きて釣りに'-11かけねばと、隣に

寝ているＹ氏の方を眠い|=|をこすりながら見た。

意識が段々はっきりとしてきた。アレッ、Ｙ氏

の布団がたたんである。一|瞬訳がわからず、起

きて窓から外を見たが誰もいないし車もある。

そういえば、昨日夕食を先に終え、まだ瓶を飲

んでいる私を尻目に、民宿近くの田んぼの小堀

で、チョッとの間にブットイ尺イワナをぶらさ

げて、意気揚々と帰ってきたのをいいことにし

て、二匹目のドジョウをねらって、私に抜け駆

けして出かけたのかと胸騒ぎを感じ、釣の道具

を置いてある納屋に確認しに行ったが、二人の

道具はそのままになっている。母親がいなくな

った迷子の様な気分になり、部屋に戻り又布団

の1-'１に横になり、Ｙ氏がどこへ行ったのか考え

ていた。

そうだ、夕べは確か民宿の且那は仕事で泊ま

りと聞いている。子供達は夏季合宿とかでいな

い。そうなのだ、この民宿はＹ氏のお気に入り

の宿だ。やっと理山がわかった。女将さんと仲

が良かったのだ。私はダシに使われていたのだ。

そのうちいつのまにか再び眠ってしまっていた

私を、Ｙ氏が「オイ，起きろ」と起こしにきた。

私は不機嫌にろくな挨拶もせず、「夕べは良か

ったですね」と意昧深に声をかけ、続いて、朝

目を覚ましたらＹ氏が部屋にいなかったことを、

皮肉交じりに付け加えた。

すると、私の予想もしない答えが返ってきた。

「お前のイビキがひどすぎて眠れないので、女

将さんにことわって別の二階の部屋に寝た」、

その時女将も私が寝ている部屋に見にきたが、

想像以上にひどすぎると、同情ぎみだったとの

事。そういえばイビキのせいでノドが痛い。

でも、もしかしたら？・・・未だに疑問は残

る。

この宿の女将は、我々の話題やその'二lの出来

事などから、各人にあだ名をつけているが、Ｙ

氏は「ゴーン」、Ｔ氏は「置きグソのＴ」、こ

の二人は過去に紹介したので省略するが、Ｍ氏

の場合、学校を卒業し建設会社に現場監督とし

て入りたての、まだ見習い中の頃、建築現場が

遠く長期な為，現場に寝泊りしていた。そのう

ち捨てられたのか子犬がまぎれこみ、現場で可

愛がられているうちに自然に飼うようになって
いた。そんなある日の昼休みに、蔦の一人が「

監督さん今日の夜は手当が入るので、美味いも

のを食わせるから酒の用意をしてくれ」と言っ

た。予想どおり肉鍋がたくさん作ってあり、み

んなでタラフク飲み食いした。酒宴も終わり、

後片づけをして、いつものように残飯をかき集

め、愛犬のいるいつもの場所へ行ってもいない

し、名前を呼んでもいっこうに来ない。おかし

いなと思いながら宿舎に戻ろうとすると、先程

の蔦がやってきて「呼んでも来ないよ、さっき

の肉がそうだよ、１赤、２黒、３自、４プチ、

といって赤犬が一番好いんだよ、どうだい美味

かつたろう」と自慢げに話したのだというが、

そうだった飼っていたのは確かに赤毛だったの

だ。

その話を聞いた女将さん、どう見ても一見紳

士風のＭ氏は「イヌ」となってしまった。

話題のＭ氏が山形に渓流釣に行き、出奥の民

宿に初めて泊まった時、夕食の宴を楽しみに風

呂に入り、早々と食堂に入った。客はＭ氏一行

のみ、席に着くとすぐに宿の主人が鍋を卓上コ

ンロの上にのせ火を点け開口一昔「今口は狸が

獲れたので鍋にした美味いよ」と、さも目一杯
のもてなしをしているといわんばかりに部屋を

出て行った。

タヌキ汁など始めてのＭ氏達、ヨダレをたら

しながら早速鍋のブタを開けると、裸電球の下、

鍋の表面に青緑色のギトギトした油が表面にた

くさん浮いている。その臭いが部屋中に漂って

きたが、とてつもなく獣くさ＜、それが鼻につ

いてハシを出せない。多分血抜き等下処理が悪

かったと思うが、結局だれも箸を出さず蓋を閉

じてしまった。さすがのＭ氏もこれにはまいっ

たとのことであった。

ちなみに私のアダナはそうです「イビキ」で

した。

最後になるが、『諸行無常』浬盤の．世界に入

った今は亡き私と同い年の女将に合掌・・・

（木子岩魚）

－１９－



栃木第１区

氏名水島広子（35才）

経歴厚生労働委員会理事
党名民主党

〈 ）政連だ よ り

小選挙区 候補者． 』

去る１０月１０１１衆議院が解散され、１１月９１~Iが投票日となりました。

当政連は、1-1本行政LIf上政治連盟の候補者推薦基準及び当政連栃木会の実情に合わせた、推鰭基
準により下記の候補を推薦いたしました。

会員におかれては、惟騰候補が当選できますようご協力お願い致します。なお、掲載については

１０月５日までに第１次の推鰐決定した候補者です。

【推薦基準〕

１．行政苫士制度発展のために積』極的に協力した実績のある者

２．国会議員、’1政述噸問、並び議員連盟加入者

【栃木会の追加基準】

１．栃木会会員が推騰した省、及び政策協定を結んだ者。

氏名

経歴

覚君

ダ小選挙区候補者

－２０－

米一米一米一米一米一来一米一米一来一米一米一来一来一米一来一米一米一米

推毒紙鋭｝挑紬蝿Ⅲ鈴｜政連日誌）
大変お世話になっております。心より御礼を申し上げ９月２８日（日）
ます 。。船田元氏開所式・代表者会議

で雛糾意陛搬嚇錦繍鯖。福鵠萱E皇騨議総i嚇阜
後援会総連合会拡大役員会

け、砿極的に取り組んで参りました。これからも、ま出席者岸副会長．金敷副幹事長た頑張って参ります。
市川総務委員長・祷藤総務副委員長

さて、衆談院進学も間近と．予想されている今1-1、公
手塚政策広報委員

明党は比例区北関火ブロック予定候補荷、述膝乙彦を

先頭に全力で頑振っております。 １０月６日（月）

皆様の一隅のご支援を心よりお願いI|｣し上げます。。民主党躍進の集い
行政[I｝|責′淵'1桝市縦会談典諏訪利犬 浅野会長・金敷副幹事長

栃木第１区

氏名船田元（49才）

経歴前衆議院議員
党名自民党

北関東比例代表ブロック候補者（五十音順）

へ
４

遠藤おとひこ(56才）

前衆議院議員

公明党

戸、

栃木第２区

氏名森山真弓（75才）
経歴前法務大臣
党名自民党

行政,Iド士制度推進識興

栃木第２区

氏名小林守（58才）

経歴民主党副幹事長
党名民主党

行政.課士制度推進議貝

氏名西川公也（60才）

経歴内閣府大臣政務官
党名自民党

行政書士制度推進議員

栃木第４区

氏名山岡賢次（60才）

経歴前自由党幹事長代理
党名民主党

』

栃木第４区

氏 名 佐 藤 勉 （ ５ １ 才）

経歴元厚生労働大臣政務官
党名自民党

行政,Iド士制度推進識典



☆おみやげ☆

未もれび、
町の生涯学習推進協議会委員に委嘱されて６

年になる。国において生涯学習なるものを普及
させ始めた真の理由ははかりかねるが、日本人
が長生きするようになった事は大きなファクタ
ーであろう。増大しつつある熟年老年層をいか
に生かすかという、さしせまった課題が生じて
きたはずである。ちなみに私は昭和２２年生ま
れのベビーブーマーとして人口構成では最大の
ピークを形成している一人でもある。これがそ
ろそろリタイヤに入ろうとしている。これから
の団魂の世代を無視して、これからの社会やビ
ジネスは成り立たないであろう。しかし、生涯
学習などを意味不明でインパクトの無い固い呼
称を聞いても頭が拒否反応を起しパニックにな
るだけであろう。識者に聞くと「何でもすべて
生涯学習ですよ」などと言われ、ますます混乱
してしまう。

だが私は最近ようやく目からうろこが落ちた
ように理解できたと自画自賛している。つまり
趣味や仕事、学校の勉強、スポーツ、コミュニ
ティ活動等、人間の行為が生涯学習（的）と言
われる為には、ただ一点必要不可欠な要素があ

○イチゴ．．

☆一足のばせ

る。それは「楽しく、自主的に」やっているか
どうかということである。どんなに立派なこと
をしていても、それがいやいやながらストレス

を増大しながらで､あれば生涯学習（的）でない
と言えるのではないか。いわゆるモチベーショ
ンの持続の問題である。このことは目新しいこ
とではなく、人生のあらゆる場面で従前より研
究されてきたことでもある。あなたは仕事を楽
しくやっていますか。学校の学習が興味深く楽
しいですか。スポーツやコミュニティ活動、果
は行政書士会の役職を楽しくやっていますか。
或はいやながらやらされているのではありませ
んかということです。人生をハッピーに生きた

いと言う願望はだれにでもあるはずで、宗教、
哲学、経済、政治、Ｉまそれを最終目標にしてき
たはずです。好きなことを夢中でやっていると
食事も忘れ、寝ないでもあまりつかれない。逆
の場合は病気になってしまいます。いかなる
「しかけ」を作れば、やらなければならないこ
とが楽しく、やる気が起るかということは昔か
ら人生万人に通ずる普遍のテーマです。

（芳賀支局長秋葉憲司）

ｰ
Ｌ

イチゴグッツ・金次郎グッツ・漬物

ば☆

券坐坐峰鍵坐華坐豊M‘竺蝶と坐…坐寒坐坐坐坐坐坐畠M《全学☆施設紹介☆

樵
樵

ｰ

#表紙写三
○尊徳物産館.……..…おすすめは金次郎ラーメ

ン、けんちんうどん、ＬＬ
菜そば、手作りアイスク
リーム

～『道の駅」Iどの象や～

糞撫I熱禦鴬撫鳴集
二宮町は栃木県の東南端、栃木県の玄関口に

位置した歴史と文化、自然にあふれた町です。
二宮尊徳が農村復興の為、２６年間過した町。

また、親鴬が唯一建立した高田山専修寺など見
所が沢山ある町です。日本一の生産量を誇るイ
チゴは、町中を甘く包み、イチゴの観光農園も

あります。

「道の駅・にのみや」は、イチゴをはじめ、新
鮮野菜や特産品、珍しい金次郎グッズコーナー
がある「尊徳物産館」ドライバーの休憩所「い
ちごふれあい館」、町の観光・道路情報を提供
する「ひばり情報館」などの施設が揃っていま

○二宮神社……………尊徳が赴任した当時は、
稲荷、八幡の二社でした
が、尊徳５０年祭の折に
創建されました。現在の
拝殿は昭和１０年に建立
されました。尊徳の霊を

す。

－２１－

唾
餌
シ

Ｉ
Ｌ①

肥って、その命日である
１１月１７日を祭日と定
め、祭典を行っている。
※その他に桜町陣屋路・
高田山専修寺などがある。

（』多L&j/・
●

路線名：国道２９４号線

所在地：栃木県芳賀郡二宮町大字久下田2204-1

電話：0285-73-1110

開設時間：午前8時30分～午後6時

休館日：毎週火曜日

アクセス：常磐自動車道谷和原|Ｃから国道294号

を北上60分（４０kｍ）

東北自動車道佐野藤岡|Ｃから国道294

角号を水戸方面へ60分（４１kｍ）ａ

ー一一一一つ

■
ｑ
●
凸

〉
●
●



ご希望の方は事務局までご連絡ください。

行政とちぎ､|底成15年１０ｊｊｌ５１１発行（第３極郵便物許可）

ー、

赫木県行政書士会員の動き亘き
(入会９ (平成１５年９j]３０１]現在）

おじゃましま～すのコーナーでは、

訪問希望の事務所を募集しております。

I退会Ｉ

の都合上､１０月２４日(金)迄

【変更】（事）は事務所、（住）は住所の変更

編
集
後
記

鐸麺、

－２２－

①●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●●●●●●●

(栃木ﾘ１１:ｲj:政１１ド.|:会典の識1沸料は会幽の''1に含まれます｡）

〆◇会費納入について
詞

ノ

日時：平成１５年１０月２９日（水）
①午後1時30分～3時まで

②午後3時１０分～４時30分まで

場所：「ブラザインくるかみ｣３Ｆ華厳の間
科目：①自動車リサイクル法について

②酒類販売の変更について

講師：①栃木県生活環境部環境政策課

循環型社会推進担当

②宇都宮税務署酒類指導官

受講料：実費程度

※お申込みは資料準備の都合上､１０月２４日(金)迄

,年１０月２９日（水）

時30分～3時まで

時１０分～４時30分まで

'ンくるかみ｣３Ｆ華厳の間

ユリサイクル法について

て売の変更について

と生活環境部環境政策課

』社会推進担当

『税務署酒類指導官

行政とちぎに投稿しませんか？

●業務に関する疑問・質問

①日常感じていること

⑱とっておきの情報

④提出窓口の情報

⑱書士会に対する要望

その他何でもけつこうです｡お待ちしております！

行政とちぎ１０月号Ｎｏ．３２２
発行人栃木県行政111:l:会
代表街小林一二
〒320‘洲哨IlyiHi-の沢lliI1番22号
-0046屯Ｉ謡０２８‐６３５‐１４１１(代）

ＦＡＸＯ２８‐６３５－１４１０

ﾒーﾙｱドﾚｽgyosei-totigi＠mail.gも9.or､ｊｐ
ホームページhttp:〃www,gt9・or.jp/gyosGi/index､hLnll
柵采広報部
定価２５０１１１
印lliﾘ所イj,限会社尚久印Ｉｌｌリ

｢栃木県行政書士会

虻

右を向いても、左を向いてもＩＴの時

代である。県諜士会のホームページも立

派に立ち上り、またＩＴ部幽の講習会も

積極的に行われております。各支部に於

いてもパソコン講習会が開催されたと言
う記事が支局から寄せられております。

折角の機会でありますので原稿について

もＣＤ、ＦＤ或いはメールを利川したらい
かがでしょうか。

に電話又はＦＡＸにて事務局までご連絡下さい。こて事務局までご連絡下さい。

ＴＥＬＯ２８－６３５－１４１１

ＦＡＸＯ２８‐６３５－１４１０

、ﾒーﾙｱドﾚｽgyosei-okada＠maiI､gt9､or､ｊｐ ノ

〒３２０‐００４６

栃木県宇都宮市西一の沢町1-22

可

ｱ◇会費納入について◇

支部・氏名

栃木

坂田猛

認鰯掴間

１８１５

03122461

人糞nＷ
粧帥fＷ

H1５．９．５

郵便研り

328‐

0067

11Ｆ務所

栃木巾皆川城内町８５

旭話

0282-31‐1588

FAX31-l774

附考

支部

塩那

那須

宇 都 宮

氏名

石塚直

常盤由巳

古家光治

会員番号。

９９２

１３４４

１７２５

変災

(事）

(粉

(洲

新リド勝所．１１；所．Ｅメール

矢板市荒井446-2

jIllj須郡那須町大字尚久I1J5024-5

宇都宮市西川田本町2-5-18

逓話

0287-44-2445

ＦＡＸ44-1805

028-658-4856

支部

佐野

氏名

松岡伸

退会年月日

Ｈ１５．９．１

備蕎

廃業

支部

栃木

呼全

神山則良

退 会 年 月 日一一＝‐＝＝■毎型＝－

Ｈ１５．９．２９

備巻

廃業

お 知らせ

１０月は第３期（１０月～12月）会費の納入月
です。銀行、郵便局の自動引き落としをご利用
になっている方は残商不足にご注意下さい。


