


新しい業務開発に意欲を

 秋　田　　豊
主張については毎号とも健筆者各位によって日常業務に於ける専門分

野への指針や、貴重にして充実した数多くの提言が寄せられております

ので、ここで申し上げることが今更のことでおぞましい事と思っており

ます。

申し上げるまでもなく会は、会長の思帷に添って充足し和かな運営が

なされております。

その中にあって総務部と併せて日政連栃木会での重責の一端を担せて

おりますものの非才の悲しさ職務執行上喘ぎつつも、上司や関係する方

々から温かい指導と協力によって果し得られ、ここに師走を迎え更にはこのまま越年すらも可で有
らうかと考え、改めまして関係諸賢に厚くお礼を申し上げる次第です。
さて、担いました職責での経過を申し上げますと、先づ日政連関係では過般の国政選挙に当って
政連の一員として、国会議員政治連盟とする議員として行政書士制度に深い理解と支援を賜わりま
す県内選出の議員で小選挙区及び比例区に立候補されました方々を日政連として推薦と応援するこ
とに馳せまして役務を果し、結果で多くの方々が当選の栄誉に輝かれました。この悦びは今後の国
政の場にあって引続いて陰に陽にと行政書士制度についてお力添えが願えることと思います。又次
年度に到来します参議院議員の選挙にても更に一段と強力に応援をして参りたいと思います。

次に総務部については、組織的には庶務企画が主で、職務は会議の開催、規則、各部との連絡調

整、渉外などで今までに臨時総会の開催、福利厚生、総務大臣表彰の受賞者についての祝賀会開催、
行政書士試験への参加、行政書士会関東地方協議会（１都１０県）の会議を含めた研修が栃木会当

当番で開催への協力、理事会の資料作成と立案等でした。
さて、政府の行財政改革で多くの関係法令等の改正があり、これに順じての業務に多くの改正や
問題等が出現したことは申し上げるまでありませんが、最近特に新聞紙上で士業に触れられた点を
再掲しますと、私共の認識の中で資格試験で至難さの定評ある弁護士と公認会計士についてです。
業務上でも最も安定すると思っていますが、紙面では司法制度の改革で法科大学院の設置や弁護士
増員5万人時代の到来が、従来の法廷業務依存から民間企業へ、更に国際法関係業務で外国弁護士
の企業的な進出等、公認会計士も増員されることになるが企業顧問先の増加が見込めずなどと今後
の不安材料が述べられていた。これらのことは御多分に漏れず行政書士業務にも大なり小なり当然
出現していることは言を俟たないところです。
これらについて小林会長は常に「自己の得意分野のみの業務から脱却し広く他の専門分野に意欲
を向けて業務拡充を図るため積極的に専門研修参加をすべきだ」と云うことです。私自身ともする
と消極的な自己に反省を強くしております。
ご案内のように行政書士業務上に関する法律の一部改正による代理権の獲得や、電子申請の出現
等大きな進歩があり、日行連での研修制度や法人化制度実現への運動等前途に光明も見られます。
これらに対応するための専門研修について業務研修部で計画実施されておりますので積極受講を受
けて次の新しい業務の飛躍的拡充をなすべきと、老婆心ながら申し上げたいと思います。
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平成１５年１１月８日（土）午後１時から栃
木県行政書士会館において、３回目になるパソ
コン研修会が開催されました。
講師は、ＩＴ戦略特別委員会の関塚博司理事
が担当され、参加者は１２名でした。
今回は「第３回インターネット初級コース」
で、インターネットを利用したタイピングの練
習、行政書士会のＷｅｂサーバーを利用した電
子会議室とウェブメールの練習と体験をしても
らいました。
特に電子会議室では、仮想の議題について研

修会の参加者にウェブ上で議論してもらいまし
た。
短い時間ではありましたが、多くの発言が電

子会議室のなかで行われました。静かな研修会
の会場ではありましたが、電子会議室の中では
活発な発言が繰り返されており、参加者の熱意
が感じられる研修会でした。

（IT戦略特別委員会　小林幸雄）

平成１５年１１月１４日（金）午後３時から、
業務研修部による法人（株式会社及び有限会社）
設立についての研修会が開催されました。講師
は栃木支部の島田安三先生が担当し、丁寧なテ
キストに基づいた詳細な解説がなされ、活発な
質疑応答も含め午後5時まで行われました。
特に法人の商号・目的については豊富な事例

から詳しい解説がなされ、何冊かの参考文献の
紹介もされました。また、ここ数年の商法改正
の流れや、中小企業挑戦支援法によるいわゆる
一円会社の設立についての説明もあり、盛りだ
くさんな内容となりました。今後も予想される

大幅な商法の改正を視野に入れた有意義な研修
でした。　　　　　（業務研修部　渡辺良樹）

平成１５年１１月２６日（水）建設業関係の
業務研修会を開催しました。講師は副会長の金
敷裕さんにおねがいしました。
午後３時、「財務諸表作成の仕方」と題して

講義が開始されました。
まずはじめに、税務申告書別表と決算書の関

係について、金額の一致する項目の話しがあり
ました。つづいて、消費税抜き財務諸表作成に
ついてでは、消費税申告書の課税標準額と決算
書の売上高の金額を比較して判断することがで
きる。そして、財務諸表の転記の仕方について
講義がありました。とくに、消費税込みで処理
された決算書から消費税抜きの財務諸表を作成
する際、税引前当期利益との差額の処理の方法

について詳しい説明があり、大変よく理解する
ことができました。
最後に質問時間をとり、午後４時半に終了し
ました。　　　　　（業務研修部　鈴木宏昌）
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建設業財務諸表作成の仕方



平成１５年１１月１３日（木）午後１時３０

分から鬼怒川あさやホテルにおいて、栃木県主

催で関東地方協議会が開催された。本県では平

成元年以来、１４年ぶりに当番会となった。

栃木会小林一二会長が議長となり、全体会議

にはいり各単位会１都９県の会長が紹介され、

新しい協議会の試みとして、業務を専門別に５

分科し出席者は建設業関係、産業廃棄物関係、

風俗関係、運輸交通関係、入管国際関係および

事務局長連絡会と各会場に分かれ、２時から４時

３０分まで議論を重ね、再び全体会場に移り、

４時３０分から日行連会長宮内一三氏の挨拶が

あり、その中で、これからの行政書士制度につ

いて、業務の電子申請と認証、法人化と雇用書

士、研修制度の充実、諸規則の改正等について

述べられた。つづいて、各業務分科責任者およ

び事務局長から協議の概要が発表され、後日に

協議の内容等詳細については、各責任者からレ

ポートにまとめて報告を受ける事になった。

関地協から日行連への要望・意見については、

日行連会長が会場に来ているおりなので、日行

連会長から答弁が行われ、協議会を閉会とした。

翌１４日は、日光方面観光にバスに同乗し田

母沢御用邸、輪王寺、東照宮と見学し、遅い昼

食に湯葉料理を楽しみ散会した。

参加した各単位会の役員から、協議会が盛況

裡に終わり栃木会に対して絶讃の声を掛けられ

主催会としての責任を果たした感じがした。

なお、各単位会の参加者に、広報部作成のカ

レンダー、パンフレット、ティッシュぺ－パー、

ボールペンを配布し、栃木会の活動を兼ね併せ

てPRに役立てた。　　　　　　（堀越　功）

日行連　宮内一三会長

行政書士の「いま」が集う

～各分科会で活発な意見交換～

栃木会　小林一二会長

関地協の会議も無事終了し翌日は約40名の

先生方が集まり、日光観光に出かけました。昨

日とはうって変わり雲ひとつない快晴となりま

した。鬼怒川から日光への道すがら、まだ所々

に紅葉が見られ、車内はとても明るい雰囲気で

した。

日光田母沢御用邸を見学し、さらに東照宮を

拝観し、磐梯ドライブインで昼食をとり、午後

2時頃日光駅にて解散となりました。

田母沢の御用邸の紅葉も、まだまだみごとで

したし、東照宮拝観もゆかいなガイドさんの案

内で楽しめましたので、県外からの先生方も日

光のすばらしさを再確認したようで大変よろこ

んでお帰りになられました。

まずはめでたしめでたしの日光観光でした。

（岡井正樹）
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討論形式、パネルディスカッション等、より

具体的なものとして展開されてきている関地協。

今年はわが栃木会が幹事ということで、約１０

年に１度の大役に、小林会長以下執行部が全力

投球で取り組んできた。この熱い息吹きをぜひ

会員の皆さんにお伝えしたく、広報部全員取材

参加させていただき各分科会に走った。以下は

各分科会の模様である。

なおインタビューさせていただいた方々の声

は「栃木会会長の英断だと思う」「単なる飲み

会よりずっといい」「実務に精通した人々との

こんな会がほしかった」「もちかえって会員へ

の浸透を図りたい」「次へつなげたい」など好

意的なものが多かった。　　　　（広報部）
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従来の関東地方協議会とは全く異なる形式の、

実のある会議にすべく、当番会の栃木会の小林

会長の発案による、５つの分科会に分けての、

各単位会からの問題提起による討議、及び情報

交換などによる研修会が開催されました。そこ

で我ら広報部員５人は全員カメラ持参で各分科

会に取材参加をしました。

〈国際・入管関係〉
栃木会をはじめとする１都９県で、積極的に

関連業務に携わっていらっしゃる、14名の先生

方の活発な意見交換で、予定時間の2時間15分

はたちまちに過ぎ、是非来年度もこのような研

修会を開催して頂きたい旨を、来年度の当番会

である茨城会に託して閉会となりました。

（取材一口メモ）

1．自分の仕事に関する情報は自分で探せ！

添付書類の要・不要等の情報をもっと早く入

手するすべはないものか、という問いかけに

対し、上から又は横からの情報を持っている

のでなく、少なくとも週に１回位は官報をチ

ェックすべきです！

2．書類作成・窓口の対応・顧客の対応は各行

政書士の腕の見せどころ！

１に押し、２に押し、３に押し、そしてこち

らの熱意をわかってもらうこと。

（皆さんとても自信ありそうでした）

3．研修会

①ちょっと変わった研修会

不許可になった事例を持っている人のみが参

加できる研修会を開催しているという単位会

（確かに勉強になりそーですね）

②実務者間でレベルの差がありすぎ…、

一体研修会はどこに基準をおいたらいいので

しょうか。

（耳がいたいよーであります）

4．この業務はお金になるの？

リスクが大きい割に安い。

ある単位会ではお金にならない、と言い、又

ある単位会ではお金になると思われている為、

名簿に登載を希望する方が多いが、実際に仕

事の依頼の電話が来ると、「出来ないからや

って欲しい」との連絡がくる。「わからない

ところがあれば教えてあげるから　頑張って

みたら」といっても「いえ結構です。」と言

われる。（もったいないですよね）

5．この業務を我ら行政書士が行っていること

の認知度の低さに向かって、国際交流協会に

合流して頑張っている。

6．あるオブサーバーとの会話

行政書士の仕事ってホント大変だよね。

たとえばこの国際入管業務なんて私全然わか

らないもの、この業務だけでも十分に独立し

た1つの職種だものねー。それが建設業関係

あり、産業廃棄物関係、風俗営業関係等々こ

なすなんて、ホント大変だよ。

（ホントですね）

7．座長の渡辺良樹先生ご苦労様でした。

日く、凄い面々が顔を揃えているんだもん、

冷や汗ものだよ…。

というわけで、写真は無事大役をこなされて

ほっとなさった表情の渡辺先生と風間先生で

す。

場　所　観山館８階ロイヤル#A

栃木会担当者　小林一二会長、金敷副会長、
横山業務研修部部長
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各会出席委員　１４名の内　女性委員は２名で

した。

会議内容、まずは各委員の名刺交換から始まり、

討議が始められました。

①各会の入札の状況

土木一式工事、建築一式工事に於いて千葉

会、山梨会は原則として元請けだけであり、

茨城会は原則として元請けのみ、各県の状況

が報告されました。

②建設業の更新申告の状況

確定申告書の添付、原本呈示、常勤者の源

泉徴収書、所得証明書、経験年数の各県の扱

い方の違いが浮き彫りになり、改善方法や今

後の担当窓口への働きかけが討議されました。

③提出窓口、通知先の状況

各県により窓口が違い、また許可書の通知

先が業者だったり、行政書士だったりまちま

ちでしたが以上の状況の改善方法が討議され

ました。

④上記に関する代理申請について

委任状関係は印鑑証明の添付を要求される

ので従来通りの県が多かった。

⑤電子申請について

入札については普及しているようでしたが、

そのほかはまだしの状況が報告されましたが

特に今、各企業が基盤作りをこれから行う状

況なので行政書士名等を最初から入れ込んで

くれるよう行政書士連合会、あるいは政連に

積極的に働きかけていく事を申し合わせまし

た。

⑥経営審査事項について

各会の若干のくい違いが表面化しましたが

これについても真剣な討議が行われました。

⑦顧客のシェア状況

栃木会では行政書士が７割、その他が３割

であると報告されましたが他会でも似たりよ

ったりでしたがその他３割の中には建築事務

所、民主商工会、税理士等が占め、特に税理

士さんには行政書士会に入会を勧めることが

話し合われました。

⑧各役所に名簿掲示の努力

行政書士の知名度アップの為、積極的に努

力することを各会とも申し合わせました。

以上の概念ですが会議が白熱し、予定時間を

２０分もオーバーしてしまい、女性会員に行政

書士としての業務や抱負等をインタビューをし

たかったのですが断念致しました。　　終

産業廃棄物関係の分科会は、市川浩一会員・

前澤眞一会員・大滝達穂会員の座長陣のもと開

催された。

各県の状況が説明されたあと意見交換となっ

たが、とくに赤字をめぐる論議は思いのこもる

ものだった。

「赤字のとらえ方が、役所側と業者とで異な

る。」

「赤字にもいろいろあるのだ」

「赤字の会社は、不法にゴミを捨てがち、と考

えている役所側。だから添付書類にも今後の

試算など厳しい条件を求めてくる」

「しかし、赤字なればこそもっと頑張ってとい

うのが実情だ。その芽をつまないでほしい」

その意味では今年、６月・７月に行った本会

の産廃特別研修会は解決の一つの方向性を示す

画期的なものだったといえる。関地協出席者も

関心を示されていた。

また産廃の講習会開催について、その時期が

密な時期と疎の時期があり、時には遠く九州あ

たりまで行って受講しなければならないことが

あるので均等な日程を予定してほしい、という

要望もあった。

行政への提案を示していくためにも、各県の

行政書士が実務上の連携プレーで取組むことも

重要と感じた分科会だった。
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〈風俗営業関係〉
風俗営業関係の分科会は当会の岸宏副会長が

座長となり、１都７県から計１３名が出席し熱

心な意見・情報の交換や議論が繰り広げられた。

初めに参加者各自が自己紹介。風俗営業の許

可届出に関する経歴や取り扱い件数などが紹介

された。各参加者とも充分な知識・経験の持ち

主であるが、なかでも当会の岸副会長、東京会

副会長の早川氏、群馬会広報部長の岡田氏はト

ップクラスのプロフェッショナルである。

風俗営業の申請を業務として行なっている行

政書士は会員の１割程度。さらにその１割弱が

風俗営業専門の行政書士というのが現状の姿で

はなかろうか。

分科会の議論は１号営業キャバレー、２号営

業社交飲食店・料理店、７号営業パチンコ店等

を中心に進められた。

代理申請に関しては風俗営業という特殊性か

ら各会の意見・取りくみにバラツキが見られる

が、申請書の作成と補正のみの代理にとどめる

のが現実的であるというところに意見の集約が

見られた。

風俗営業の許可等の申請は各都県により指導

事項が変わり、営業所検査をする組織も変わる。

さらに所轄警察署の独自の判断にもバラツキが

ある。これらが大きな特徴であり、行政書士に

とってはやっかいな点でもある。

分科会では各都県の具体的な規制や指導事項、

さらにそれらへの対応の方法等について活発な

意見交換、議論がなされた。豊かな経験に基づ

く議論なだけに、実務に即した有意義な分科会

であったと思う。

今後、風俗営業の申請を行なっていこうとす

る会員に分科会の議論の内容を伝達し、レベル

アップを図っていくことが課題ではなかろうか。

ただ、風俗営業の許可・届出は難しい面が、

多く、場所的基準の判断の誤りは許されざる致

命傷になる。経験豊かな先輩に教わりながら、

実務を通じて知識の習得をし、レベルアップし

ていくことが肝要である。

分科会の資料として栃木会の業務研修会資料

「風俗営業許可申請について」の他に東京会が

本年3月に作成した「風俗営業許可届出ハンド

ブック」が提供された。許可申請書作成の要点

や営業所各種図面や求積の方法など、大変参考

になるガイドブックです。

今回の分科会は、岸座長の名司会のもと活発

な意見情報交換が２時間絶えることなく続いた。

制約された時間内で議論尽くせない項目も多々

あった。他都県の情報に触れ、様々な経験談を

聞き、業務への認識を新たにする・・有意義

な分科会であったと思う。一般会員にとっても

この分科会が有用なものとなり、業務の発展に

役立つよう、適切な情報の提供等の施策を希望

します。

車両運送業務分科会も定刻に始まり、各分科

会共通の式次第により開会が宣せられ、当会の

宮嶋副会長が代表挨拶をし、次いで各出席者の

自己紹介があり、和やかな中で協議に入りまし

た。

自己紹介並びに出席者名簿を見ると、会長が

３名、副会長が本県を含めて３名、その他部長

さんが出席されました、３名の会長出席は５部

会では最多で、各単位会でも重要視されている

部会ではないかと推測しました。２～３の県で、

この業務に余り精通していないと本人が申し出

られた会もありましたが、冒頭から熱い議論が

交わされました。

共通議題の概略は①業務の現況②代理権の

現況　③担当官庁の対応　④シェアの拡大

⑤情報交換　⑥今後の問題点　⑦電子申請につ

いて、で的を得た議題であったが限られた時間

内での議論では全体的に情報交換に終始した感

は否めなかったが、各単位会の今後の方針や課

題解決の参考になり業務に刺激を与えることと

なって誠に有意義であったと思いました。

当会から車庫証明業務に関して渡辺会員から、

又登録に関しては佐野登録代行センターの湯沢

会員が現状を報告を行ない質問を受けました。

協議項目の内、具体的には①について、本県
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の業務会員のまとまりや組織の充実は他に抜き

んでているように感じた。②③の代理権や委任

状の取り扱いについて２～３の県で担当の官庁

の理解で委任状本来の形で業務が行われている

のが注目された。④⑤についてはこの機会に各

単位会共通の案件を、また、情報等を取りまと

めて欲しいとの要望が多数であった。⑥につい

ては自動車関係業務で最も議論が必要であった

が時間の関係で余り論じられなかった。ワンス

トップサービスの試験運用県の神奈川県や東京

の進捗状況の詳細報告がもう少し欲しかった感

があった。全体的に分科会の有意義性は全員が

認めるところであり、協議会だけでなく常時開

催して欲しいとの意見や、何れの会でも行政書

士の幅広い業務の宿命で、一部会の意見を全体

的に認めてもらう難しさ、役員理事の交替で専

門外の担当理事の就任で業務のエキスパートの

意見が受け容れられないと言う意見が多数あっ

た。以上、会議の要主であったが、他に、広報

部で前もって用意した案件について、アンケー

ト方式で取材致しました。

時間の都合上全員には答えていただけません

でしたが。要約すると①理解している回答が多

数②導入に対して対策は講じていない③運輸交

通部が多く他に総務企画、委員会等④団体とし

てはあるが組織が余り機能していなが多数⑤一

応出来ている⑥必要大で有るで一致⑦６と同じ

⑧知っている⑨していない⑬していない⑪余り

ない、⑫不安を感じているが具体的には無い。

以上電子申請に関係しては各県ともその対策に

苦慮しているのが実状でした。

1．ワンストップサービス申請のグランドデザイ

ンの骨子案が出来ましたが理解できましたか。

①　出来た　②　出来ない

2．自動車手続ワンストップサービス導入に対し

て、単位会で、何らかの対策を講じておりますか

①　している　②　していない

3．自動車関係業務部門は単位会では何の部門が

統括しておりますか。

部

4．単位会とは別個に収益団体として登録、車庫

証明等の会がありますか。

①　ある（名称　　　　）　②　ない

5．車庫証明の場合は申請交付が各所轄管轄にな

っておりますがネットワークが出来ておりますか。

①　出来ている　②　ない

6．自動車の場合、最近物流が全国的になって参

りました、近憐県に於いては多いと思いますが、

ネットワークが必要であると思いませんか。

①　思う　②　思わない

7．その際、各単位会の目安になる料金が分かる

と、お客様に対して便利であると思いませんか。

①　ある　②　ない

8．過日8月15日付けで、自動車交通局技術安全

部管理課から「自動車保有関係のワンストップ

システムの導入に伴う法整備に関する担当者骨

子案」に関する意見の募集が有りました。

①　知っている　②　知らない

9．その件について単位会で意見を集約しましたか。

①　しました　②　ない

10．意見を具申しましたか。

①　した　②　しない

11．ワンストップサービスの試験運用は勿論本格

運用が目前に差し迫っておりますが、日行遠か

らの情報を得ておりますか、傘下会員に情報を

伝えておりますか。

①　ある　②　ない

12．骨子案に対して一番不安を感じている問題は

何ですか。

13．よろしかったら単位会名
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去る１１月２０日、東京赤坂プリンスホテルに
おいて日本行政書士会連合会研修センター開講記
念式典が多くの会員の出席のもとに開催されまし
た。本研修制度は本年7月の行政書士法改正によ
り行政書士事務所の法人化並びに研修の義務付け
が規定されるにともなって、行政書士の資質や能
力の向上をはかり、社会のニ－ズに応えられるよ
うにすべく、センターを開設することとなったも
のです。本研修には大きく司法研修、知的財産研
修、法定業務研修の３つの体系にわけて行われる
こととなっており、多くの会員が受講できるよう

にe－ラーニング制度がとりいれられることとなっ
ており、自宅あるいは事務所において学習できる
よう配慮されております。
開校式には当会からは小林会長及び岸副会長の
２名が参加し、総務大臣や法務大臣の出席のもと
に盛大に行われ、式典の後、参議院議員林　芳正
氏及び大東文化大学教授弁護士である廣田　尚久
先生の祈念式典がおこなわれ、その後、懇親会が
多くの国会議員の方々や友誼団体の方達の臨席の
もとに挙行されました。　　（副会長　岸　宏）

平成１５年１１月２８日（金）、茨城県水戸市
の茨城県開発公社ビル会議室において、茨城県行
政書士会・群馬県行政書士会・埼玉県行政書士会
及び栃木県行政書士会の会員を対象とした４県合
同研修会が開催されました。今回の研修会は茨城
会主催によるもので、テーマは入管関係業務でし
た。出席者は本県の８名を加えて５０名程になり
ました。
午後２時から、茨城県行政書士会会長の挨拶の

後、東京入国管理局水戸出張所長　浅岡辰之氏を
講師として研修が開始しました。最初の入管行政
機構の概略の説明後、１５分程度のビデオによる
新設された品川の東京入管の紹介があり、入管行
政の現状と申請取次の注意点についての説明があ
りました。特に、短期滞在からの資格変更につい

ては原則的にはしないということ（認定証明書申
請によらねばならない）、日本人の配偶者等の在
留状況に関する調査については、書類審査から現
場にあたる実態調査へとシフトしていること等の
解説があり、また、我々行政書士に対しては、第
３者からの取次依頼の排除が入管からの要望とし
てなされました。
質疑応答終了後、浅岡氏が退席し、本県の岸宏
会員の司会により４県会員相互の意見交換に移り、
活発な論議が交わされて盛況のうちに閉会になり
ました。各単位会の申請取次の状況や入管行政の
現状と今後の方向性を知る上で、極めて有意義か
つ実務に資するものとなりました。

（業務研修部　渡辺良樹）

平成16年1月・2月における経営事項審査実施の日程について

土木事務所名 1月予定日　　2月予定日　土木事務所名　1月予定日　　2 月予定日

宇　 都　　宮
2 1 日（ 水　） 2 5 日（ 水　）

栃　　　 木
2 6 日（ 月） 2 3 日（ 月）

2 2 日（ 木　） 2 6 日（ 木　） 2 7 日（ 火） 2 4 日（ 火）

鹿　　　 沼 2 7 日（ 火　） 2 7 日（ 金） 大　 田　 原 2 8 日（ 水） 2 0 日（ 金）

烏　　　 山 2 2 日（ 木　） 1 9 日（ 木） 日　　　 光 2 6 日（ 月） 2 0 日（ 金）

矢　　　 板 2 3 日（ 金　） 2 7 日（ 金） 真　　　 岡 2 9 日（ 木） 1 9 日（ 木）

足　　　 利 2 3 日（ 金　） 1 9 日（ 木） 佐　　　 野 2 3 日（ 金） 2 4 日（ 火）
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N o ． 研修会日時 研修科目とその概要及び講師（ 敬称略）
1 平成 1 5年 1 2 月1 9 日（金） 国際業務に関する研修

午後3 時から午後5時まで ◎　 翻訳の基礎Ⅱ（ スペイン語．ポルトガル語）
講師→　 近藤礼子様

2　　平成 1 6 年 1月 1 6 日（ 金）　　　相続に関する研修Ⅰ
午後3時から午後 5時まで ◎　 相続法の基礎知識

講師→　 行政書士 ・司法書士　 小野正夫

3 平成 1 6 年1月3 0 日（ 金）　　　土地利用に関する研修
午後3時から午後 5時まで ◎　 公有地の用途廃止申請と関連事項の申請手

続きについて
講師→　 行政書士　 前澤眞一

4 平成 1 6 年2 月 1 3 日（ 金）　　　相続に関する研修Ⅱ
午後3時から午後 5時まで ◎　 相続手続の為の戸籍の見方と遺産分割協議

書の作成
講師→　 行政書士　 住吉和夫

2　上記の研修会の会場等はいずれも次のとおりです。

研修会の会場 栃木県行政書士会館　 2 階会議室（ 宇都宮市西一の沢町1－2 2 ）
研修対象者 原則として会員
受講料 5 0 0 円

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。

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。順次、「行政とちぎ」等で、ご案内します。

N o ． 研修会日時 研修科目 参加申し込み欄

１ 平成1 5年 1 2 月1 9 日（ 金） 国際業務に関する研修

2 平成 16 年 1 月 1 6 日（ 金） 相続に関する研修 Ⅰ

3 平成 16 年 1 月3 0 日（ 金） 土地利用に関する研修

4 平成 1 6 年 2 月 1 3 日（ 金） 相続に関する研修 Ⅱ

平成15年　　　月　　　日
支部名
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（業務研修部）

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

研修会参加申込書
（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。）

氏名



総庶第1520号
平成15年10月22日

宇都宮地方法務局総務課長　垂　石　善　次

各　関　係　機　関　御中

平素から登記行政につきまして、格別の御理解と御協力いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、当局今市支局におきましては、平成１６年１月１９日（月）付けをもって、商業・法

人登記事務をコンピュータシステムにより取り扱うことを予定しています。

また、上記のコンピュータによる処理に伴い、従来の商業・法人登記簿の謄本、抄本に代え

て登記事項証明書を、代表者の資格証明書に代えて代表者事項証明書を、それぞれ発行いたし

ます。これらの証明書は、民法、民事執行法、その他の法令の規定の適用について、登記簿の

謄本、抄本及び資格証明書とみなされます。

つきましては、商業・法人登記事務のコンピュータ化に伴い、別紙のとおり取り扱うことと

なりますので、貴関係機関及び職員の皆様方にお知らせいただくとともに、御理解と御協力を

お願い申し上げます。

なお、同事務のコンピュータ化と同時に、インタネット登記情報提供サービス及び登記情報

交換サービスも開始されることを、申し添えます。

1　コンピュータ処理庁としての指定・稼働

指定日　　平成16年1月19日（月）

稼働日　　平成16年1月19日（月）

2　コンピュータ処理事務の範囲

（1）宇都宮地方法務局今市支局の管轄に属する商業登記事務

株式会社登記簿、有限会社登記簿、合名会社登記簿、合資会社登記簿、商号登記簿、未成年

者登記簿、後見人登記簿、支配人登記簿及び外国会社登記簿に係る事務（ただし、閉鎖登記簿、

解散の登記がされている会社の登記簿、破産宣告の登記がされている会社の登記簿、設立無効

・設立取消の登記がされている会社の登記簿、休眠会社整理作業によって支店休眠登記簿に編

綴されている株式会社の登記簿及び商号に記号が用いられている会社の登記簿等移記するのが

適当でない登記簿を除く。）

（2）宇都宮地方法務局今市支局の管轄に属する法人登記事務

（ただし、解散法人等を除く。）

（3）宇都宮地方法務局今市支局の管轄に属する商業・法人の印鑑に関する事務

商業・法人の印鑑に関する事務は、既にカード式印鑑間接証明方式が導入されておりますが、

平成16年1月19日（月）からは，商業・法人コンピュータに登録済データが移行されます。

なお、印鑑登録及び印鑑証明請求等の方式に変更はありません。
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商業・法人登記事務のコンピュータ化に伴う事務取扱いについて（依頼）

宇都宮地方法務局

宇都宮地方法務局今市支局における商業・法人登記事務のコンピュータ化について



3　登記申請書の様式

登記簿は、従来の登記用紙に代わり「区」に区分した登記記録をもって編成されることとなり

ます。

①　「区」の名称及び各区に記録される登記事項については、商業登記規則の別表第1ないし

第8に掲げられていますが、主なものは、※資料1のとおりです。

②　登記申請書に記載する登記事項は、「区」ごとに整理して記載してください。

4　登記情報の公開方法

（1）登記事項証明書

①　現在の登記簿謄本、抄本に代わるものとして、現在事項証明書、履歴事項証明書及び閉鎖

事項証明書を交付することになります。また、登記事項の一部のみを記載した一部事項証明

書もあります。

②　現在の会社・法人の代表者の資格証明書に代わるものとして、代表者事項証明書を交付す

ることになります。

③　登記事項証明書の内容等については、※資料2を参照してください。

（2）登記事項要約書

商業・法人登記簿の閲覧はできなくなりますので、登記簿の記録内容を知りたいときは、登記

事項要約書の交付を請求してください。

登記事項要約書の内容等については，※資料2を参照してください。

（3）印鑑証明書

既にカード式印鑑間接証明方式が導入されており、これまでの印鑑カード及び申請書等に変更

はありません。

（4）会社番号（法人を含む）

事務処理の迅速化を図るために、各会社ごとに会社番号を付することとなりました。登記事項

証明書等の請求書には、会社番号も記載していただくと会社の特定が早くなります。

なお、会社番号の検索は、窓口備付けの「会社番号一覧表」を御利用ください。

登記事項証明書及び印鑑証明書には、会社・法人番号が記載されます。

（5）インタネット登記情報提供サービス

自宅や会社等のパソコンからインターネットを利用して、全国のコンピュータ化された登記所

の登記事項を確認することができます。

なお、御利用方法には、継続的に利用する方法と一時的に利用する方法があります。継続的に

利用する場合には、事前に利用者登録が必要となります。また、一時利用の場合には、事前登録

することなくクレジットカードの即時決済によりご利用できます。

当局管内の取扱庁は、宇都宮地方法務局登記部門、鹿沼出張所、大田原支局、栃木支局及び今

市支局です。

また、今市支局の不動産登記事務については、既に同サービスを実施しております。

インターネットからの申し込みアドレス　http://www.touki.or.jp/

（6）登記情報交換サービス

同支局の窓口において、法務大臣から指定を受けた他の登記所が管轄する商業・法人等の登記

事項証明書、印鑑証明書を請求することができます。

なお、手数料については、登記事項証明書１通当たり１，１００円、印鑑証明　書１通当たり

６００円（政令で定めた回線使用料１００円含む。）です。

当局管内の取扱庁は、宇都宮地方法務局登記部門、鹿沼出張所、大田原支局、栃木支局及び今

市支局です。

また、今市支局の不動産登記事務については、既に同サービスを実施しております。

※資料1．2をご覧になりたい方は事務局まで
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都計第453号
平成15年11月28日

栃木県行政書士会会長

栃木県土地家屋調査士会会長
栃木県建築士会会長

栃木県宅地建物取引業協会会長
栃木県測量設計業協会会長
栃木県建築士事務所協会会長

都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例の制定に伴う
栃木県開発許可等審査基準の改正等について

本県開発許可行政の運営にあたりましては、日頃からご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し
上げます。

今般、「都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例」の制定に伴い、「栃木県
開発許可等審査基準」の一部を改正（平成16年1月1日適用）するとともに「都市計画法に

基づく開発行為の許可の基準に関する条例運用指針」を定めましたのでご承知おき願います。

都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例運用指針
平成15年11月17日
都計第442号

1　運用指針の位置づけ

本運用指針は、都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例（以下「基準条例」と

いう。）に基づく指定区域（以下「条例指定区域」という。）の指定にあたって、市町村が指

定申出案を作成する際の指針を示したものである。

2　基準条例の適用対象市町村について

基準条例の適用対象市町村は、区域区分の定められた都市計画区域のうち、開発許可権限を県

が持つ市町村であり、以下の市町村となる。なお、中核市である宇都宮市、開発許可事務処理
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市である足利市、栃木市、小山市はそれぞれ独自に都市計画法（以下「法」という。）第34
条第8号の3に基づく条例を制定する権限がある。

3　基準条例運用の基本方針
（1）法第34条第8号の3及び第8号の4の槻要
平成12年の法改正により、法第34条に第8号の3と第8号の4が追加され、都道府県
（指定都市等又は事務処理市町村にあっては、当該指定都市等又は事務処理市町村：県内では
宇都宮市、足利市、栃木市及び小山市が該当）の条例で区域、建築物の用途等を定めることに
より開発行為を許可ができることとなった。
法第34条第8号の3は、市街化区域に隣接・近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街

化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域で、既に相当程度公共施設が整
備されている地区については、開発行為が行われたとしても新たな公共投資を要しないため、
スプロール対策上支障がないとの考えで設けられた。
一方、法第34条第8号の4は、開発審査会の提案基準のうち定型的なものなど、開発区域
の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められる開発行為などについては、事前に
条例で、区域、目的又は予定建築物の用途を限定して定めれば、開発審査会の議を経ずに許可
できるとすることで、手続きの合理化、迅速化を図るものである。
これらの法改正を受けて、本県においても、法第34条第8号の3に基づく条例として「都

市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例」を制定したが、当条例制定にあたって
の基本的な考え方は以下のとおりである。なお、法第34条第8号の4に基づく条例について
は、当条例によって開発審査会提案基準を見直す必要があることなどから、中期的な検討課題
とすることとした。

（2）本県における市街化調整区域の状況及び条例適用地域の考え方
法第34条第8号の3において、許可対象となる区域は「市街化区域に隣接し、又は近接し、
かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる
地域であっておおむね50以上の建築物（市街化区域内に存するものを含む。）が連たんして
いる区域のうち、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で指定する土地の区域内」と定め
られている。
本県内における市街化調整区域では、今なお市街化の傾向が続くと考えられる地域がある一

方で、大規模な既存集落などでは人口の停滞やコミュニティの維持が困難となるなど、開発許
可制度が地域の活性化を進める上で阻害要因になっている地域も見られる。このような地域で
は該当する開発許可基準はあるものの線引き前からの土地所有を要件とするものや分家住宅等
の属人性を要件とするものが多く、積極的に地域を活性化する効果がないのが現状である。県
内の市町村に対する意向調査においても、既存集落の活力低下への対応についての要望が強く、
県としてもこれらの問題への対応が喫緊の課題であると認識しているところである。
また、本県では市街化区域と市街化調整区域の区域区分やそれを担保する開発許可が適切に

実施され、小規模な飛び市街化区域が散在したり市街化区域の縁辺部に宅地が染み出すなどの
現象は抑えられてきた。一方、道路交通網の整備が進み、自動車普及率が高い本県では、物理
的な数kmの距離が日常生活の中で決して大きな重きをなさず、市街化区域からの距離で一線
を画することは困難となっている。
そこで、本県では市街化区域に隣接・近接するとして条例で指定する土地の区域について、

－15－

佐野市、鹿沼市、真岡市、上三川町、南河内町、河内町、二宮町、芳賀町、壬生町、
石橋町、国分寺町、野木町、大平町、藤岡町、岩舟町、都賀町、高根沢町、田沼町、
葛生町（3市16町）



市街化区域からの具体的な距離要件を定めないこととした。

（3）条例指定区域の指定について

基準条例は、上記のとおり市街化区域からの距離要件を外すことによって、厳しい立地基準

による制限のもと地域コミュニティの維持が困難になりつつあるような集落等の活性化を図る
ことを主たる目的としているが、法第３４条第８号の３は、既に相当程度の公共施設が整備さ

れた区域では、一定の開発行為が行われたとしても積極的な公共投資は必ずしも必要とされな
いと考えられることを前提としている。

もとより市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされていることから積極的な都市施設

の整備が期待されない区域である。よって、条例により指定されるべき区域は、既に相当程度
公共施設が整備されている地域であることが前提であり、これらの施設を有効活用する範囲内

において指定すべきである。なお、新たな公共施設の整備を必要とするような場合には、市街

化区域への編入や地区計画などの手法の活用を検討する必要がある。

また、条例指定区域の指定については、まちづくりの主体は市町村であるという観点から、

市町村からの申出に基づき知事が指定することとしたが、市町村が条例指定区域の申出を行う
際には、当該区域におけるまちづくり上の課題や地域住民の意向等を把握するとともに、各市

町村の市街化区域の整備方針と市街化調整区域のあり方、指定後の当該地域の位置づけ等につ

いて、十分に検討を行う必要がある。なお、条例指定区域案の策定に至る経過や結果等につい

ては、関係者等に広く公開し、手続きの透明性・公平性を確保するよう努めなければならない。

4　「条例指定区域」の基準等について

（1）「市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な

日常生活圏を構成していると認められる地域」について

法第３４条第８号の３の規定により、条例により指定できる区域は、「市街化区域に隣接し、
又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成している

と認められる地域」とされているが、本県の地理的特性、高い自家用自動車の普及率状況、市

街化区域との社会的な一体性などに鑑み、本県においては市街化区域からの具体的な距離は定
めないこととする。

（2）「おおむね５０以上の建築物の連たん」について

法第３４条第８号の３の規定により、条例により指定できる区域は、「おおむね５０以上の

建築物（市街化区域内に存するものを含む。）が連たんしている地域」であることが求められ

るが、条例に基づく区域指定の際の判断にあたっては、以下の基準によることを基本とする。
ア　建築物の範囲について

建築物については、居住用・非居住用を問わず、建築基準法による建築物に該当するもの

を対象とする。なお、おおむね５０以上の建築物には、車庫、物置その他の付属建築物は含

まないが、工場、学校等住宅以外の建築物を除外するものではない。ただし、これらの非居

住用の建築物にあっても、付属建築物は、おおむね５０以上の建築物には含まれないことと
なる。

建築物の敷地は、付属建築物等を伴う場合はこれらを含む全体の敷地により判断する。
イ　連たんについて

建築物の連たんの判断は、アに該当する建築物の敷地が５０m以内の間隔で存しているこ
とを原則とする。

ケ　おおむね５０以上の建築物の連たんの判断について

条例指定区域は、５０以上の建築物が連たんする土地の区域であることを原則とする。た

だし、建築物の敷地相互の間隔が５０mを超える箇所があることにより、連たんする建築物

が５０に満たない場合にあっても、近接して存する建築物が連たんする土地の区域と集落と
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しての一体性を有すると認められる場合は、それらの連たんする土地の区域全体で条例指定

区域に該当するか否かを判断して差し支えない。
なお、その際は、当該区域全体として５０以上の建築物が存在することを原則とし、集落

の一体性については、それぞれの連たんする土地の区域が自治会組織等において一体的に機

能していること等を目安に地域の実情を踏まえて判断することとする。

エ　市街化区域内に存する建築物の取扱いについて

５０以上の建築物の連たんしている地域の判断にあたっては、市街化区域内に存する建築物
も連たんする建築物に含まれるが、連たんする建築物の大部分が市街化区域内に存し、市街化

調整区域内には集落性が認められない場合（市街化調整区域内において連たんする建築物の合
計が２５以下である場合）は、原則として条例指定区域の指定の対象としない。

（3）区域から除外する土地について

条例指定区域には、原則として都市計画法施行令（以下「政令」という。）第８条第１項第
2号ロからニまでに掲げる土地の区域を含まないこととするとされていることから、以下の土

地の区域については、条例指定区域に含めることができない。

ア　溢水、堪水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域

地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域が該当する。

イ　優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保全すべき土地の区域

農振農用地、甲種農地、一種農地が該当する。
ウ　優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保全し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する

等のため保全すべき土地の区域

国立公園及び県立自然公園の特別地域、国指定及び県指定自然環境保全地域の特別地区、

文化財が良好な状態で存する土地の区域（国・県・市町村による指定地に限る。）、保安林、
保安施設地区、保安林予定森林が該当する。

（4）区域内の道路・排水等の基準

基準条例第２条第１項第２号の規定では、区域内の「主要な道路が、環境の保全上、災害の

防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され

ており、区域外の相当規模の道路と接続していること」が必要とされるが、区域内の主要な道
路は、政令第２５条第１項第２号の例に従い、幅員６m以上の道路とし、これによりがたい場

合で、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がないと認めら

れる場合は、幅員４m以上の道路とできるものとする。

また、区域外の道路の規模については、政令第２５条第１項第４号の例に従い、幅員6．5m
以上とし、区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支

障がない道路とすることができるものとする。なお、区域内の主要な道路が、環境の保全上、

災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がないか否か、区域外の道路が、車両

の通行に支障がないか否かの判断については、条例指定区域の規模、当該道路の車両の通行状

況等を総合的に勘案した上で判断することとする。

基準条例で新たに認められる開発行為は、既に整備されている公共施設を有効活用すること
が原則であることから、新たな公共施設の整備を前提として区域指定を行うことはせず、市町

村において市街化調整区域内での公共施設の整備計画等がある場合は、当該整備が完了した後

に条例指定区域の指定若しくは変更を行うこととする。

なお、条例指定区域内において、法第３４条第８号の３の規定に基づき開発許可を受ける際
には、全ての案件について法第３３条の規定に基づく技術的基準を満たす必要があることから、

区域内の土地の相当部分が幅員４m以上の道路に接している土地の区域を条例指定区域の対象

とし、幅員４m以上の道路がほとんどなく、新たな開発行為等が行われた場合に周辺環境に悪

影響を与える可能性が高い地域については、条例指定区域から原則として除外することとする。
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ただし、自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為において、道路幅員が4m
に満たない建築基準法第４２条第２項に規定する道路を周辺道路とした開発許可等を拒むもの

ではない。また、開発行為に伴い申請者がいわゆる「関する工事」を行い周辺道路の幅員を確

保することにより許可を受けることもできるものとする。

排水施設については、条例指定区域指定の際の条件とはしていないが、開発区域内の雨水・

汚水・雑排水等の下水（下水道法第第２条第１号に規定する下水をいう。）については、法第
３３条の規定により開発区域外に適切に排除することが求められることから、公共下水道や集

落排水施設等への接続若しくは合併浄化槽で処理した上での放流等が必要であるほか、敷地の

規模等に応じ、雨水の処理を行う必要があることを考慮に入れた上で地域指定を行うこととす

る。

（5）条例指定区域の境界について

条例指定区域の指定を行う際には、建築物の連たんの条件等を満たす土地の区域を対象に、

道路その他の施設、河川、がけその他の地形、地物等を基本として条例指定区域の境界を定め

ることとするが、それによりがたい場合は次の基準にすることができる。

ア　政令により除外すべき土地（農振農用地等）等他法令の区域界がある場合は、当該区域界
をもって境界とすることができる。

イ　連たんする建築物の外縁部に位置する建築物の敷地からの距離要件等により、地形地物、
他法令の区域界で条例指定区域の境界を定めることができない場合は、字界、筆界等を条例

指定区域の境界とすることもできるものとする。

（6）連たんする建築物の敷地と条例指定区域の境界の関係について

条例指定区域は、建築物の敷地が連たんする土地の区域を対象に地形、地物等を境界として
指定することとなるが、連たんする建築物の外縁部に位置する建築物の敷地と条例指定区域の

境界の関係は以下の基準によることとする。

ア　外縁部に位置する建築物の敷地から５０mの範囲内に条例指定区域の境界を設定すること

を原則とするが、５０m以内に適当な地形、地物、他法令の区域界がなく、おおむね１００m

以内に条例指定区域の境界として適当な地形、地物、他法令の区域界がある場合はその地形、
地物、他法令の区域界をもって条例指定区域の境界とすることができる。

イ　建築物が連たんする区域の内部に建築物の連たんの条件を満たさない区域が生じた場合に

ついては、当該区域の面積がおおむね１ha未満であれば条例指定区域に含めることができる

こととし、１ha以上の面積の場合は、当該区域を条例指定区域から除外することを原則とす
る。

ウ　宅地と農地が混在し、これらの農地が農振農用地等に指定されている場合において、建築

物の敷地が連たんの条件を満たす場合にあっては、農振農用地等の中に島状に存在する区域

についても条例指定区域指とすることができることとする。その際は、地形、地物等を境界

として区域指定を行い、農振農用地等を区域から除外する旨を明記する方法によることとす
る。

5　条例指定区域内で許可される予定建築物の用途について

条例指定区域内で許可される予定建築物の用途は、建築基準法別表第二（ろ）項に掲げる建築

物、すなわち第二種低層住居専用地域で建築可能な建築物とする。なお、この予定建築物の用途

は、法第３４条第８号の３に基づく許可対象の建築物の用途であり、他の基準に基づく開発許可、
建築許可の際の予定建築物等の用途を制限するものではない。

6　条例指定区域の指定手続き

条例指定区域の指定は、市町村長の申出により知事が指定することとしたが、これは、市街化
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調整区域における活力低下等の問題への対応や各市町村内のまちづくりの推進の手段として各市

町村が活用できるようにするためである。よって、市町村において条例区域指定の申出案を作成
する際には、指定しようとする地域の現状を十分に把握し、当該地域の活性化の方法等について、

地元住民と十分意見交換を行った上で行う必要がある。

県では、市町村からの条例指定区域案の申出を受けた際には、開発審査会の意見を聴いて条例

指定区域を指定するが、具体的な諸手続については以下のとおりである。

なお、条例指定区域の指定の効力は、県公報に告示することによってその効果を生ずる。
（1）条例指定区域の指定時期等について

条例指定区域の指定手続きは、開発審査会の開催に合わせ随時実施する。なお、条例指定区

域の見直しについても市町村が必要性を認めた場合には随時受け付けることとする。

（2）手続き

ア　市町村は、法、政令、条例及び本運用指針をもとに、指定対象地域の意向等を踏まえ、条
例指定区域案を作成する。なお、条例指定区域案を作成する際には、以下に注意を払う必要
がある。

・住民アンケートや説明会の開催等を行うなど、地域の意向を十分に反映できるよう努め

るとともに、作成した条例指定区域案については地域住民に十分周知を図ること。
併せて、条例指定区域内においても開発許可が必要であることや道路要件等法33条の

技術的基準を満たさない場合は許可にならないこと、農地転用等の他法令に基づく許可等

が別途必要であること等、法、条例の内容を十分に周知すること。

・具体的な条例指定区域の境界の決定にあたっては、地域の現況を十分に調査した上で、

条例、本運用指針に基づき地形、地物、他法令の区域界等により条例指定区域境界案を作
成すること。

・　上位の土地利用計画等との整合を十分を図ること。

・市街化調整区域は市街化を抑制する区域であることを踏まえた上で、集落活性化等、基

準条例の趣旨に沿った案の作成を行うこと。

イ　条例指定区域案を作成した市町村は、知事に対し条例指定区域の指定を申し出る。
なお、申出にあたっての提出資料等については、下記のとおりとする。

（条例指定区域の指定申出の際の添付資料等）

・　申出書（別記1）

・条例指定区域に関する調書（別記2）

・条例指定区域位置図（25，000分の1）
・条例指定区域図（2，500分の1）

・条例指定区域検討図（2，500分の1）

・　その他（現況写真等）等

ウ　県は、申出された条例指定区域案が法令、条例及び運用指針の要件を満たすものであるか

どうかを確認し、修正等が必要な場合は、関係市町村と協議を行う。なお、県は、法令、条
例及び運用指針の要件等を満たさない場合を除き、市町村の意向を尊重するものとする。

エ　協議が整った条例指定区域案について、開発審査会の意見を聴く。

オ　条例指定区域案について開発審査会の了解が得られた場合は、知事が条例指定区域を指定

し、県公報で告示する。

カ　条例指定区域の指定後は、都市計画課、条例指定区域を所管する土木事務所及び各市町村
に条例指定区域図を備え、縦覧できるようにするものとする。

（3）条例指定区域の変更等の手続き

条例指定区域の指定の解除及びその区域の変更については、条例指定区域の指定の手続きに
準ずる。
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栃木県では、不法投棄等の未然防止と適正処理の推進のため、産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）
収集運搬業の許可について、審査基準を定め平成15年1月1日から運用しております。
このうち、経過措置を定めて運用開始を1年後としていた申請者の能力要件である（財）日本産

業廃棄物処理振興センター講習会の有効期間が、平成16年1月1日以降の申請から短縮されます
ので、通知いたします。

申請書に添付する（財）日本産業廃棄物処理振興センターの講習会修了証について、新しい知識
を身に付けていただくため、有効期間の取扱いを次のとおり変更します。

例　平成16年1月30日に申請する場合（講習会修了日が有効期間内であること）

収集運搬に使用する車輌の見やすい場所に会社名等（屋号、商標等を含む。）を表示（2方向
以上、文字の大きさは概ね10cm以上）してください。表示されていない場合や基準に適合し
ない場合には許可できません。また、許可取得後に表示を削除すると行政処分の対象になります。

上記を含む審査基準の内容全般、添付書類、申請窓口等については、栃木県環境整備課のホー
ムページ又は各申請窓口に備え付けてある「産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）収集運搬業許可
に係る審査基準」によりご確認願います。

栃木県生活環境部環境整備課
廃棄物対策室

TEL028－623－3154
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産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）収集運搬業者の皆様へ

講習会受講修了証について

平成16年1月1日申請分から
新規講習：3年間（従来は5年間）
更新講習：2年間（従来と変更なし）

H13.1.30　　　　　　H14.1.30　　　　　　　H15.1.30　　　　　　H16.1.30申請

新規講習有効期間
更新講習有効期間

その他、審査基準で制定している重要な点（既に運用されている点）

許可申請書に記載した車輌（変更届を提出したものを含む。）以外の車輌を使用することはで
きません。使用すると行政処分の対象になります。

栃木県環境整備課ホームぺ－ジ
http://www.pref.tochigi.jp/kankyoseibi/sonota/03/sinsei.html

1　車体への会社名等の表示

2　未登録車輌の使用制限



10月23日（木）24日（金）、一泊二日
にて小川町まほろばゆうゆう園すこやか共生館、
会議室において会員11名の参加により実施し
た。
研修主題を「相続についてのあらまし」、に

ついて講師に佐野支部長の高島俊夫先生を迎え、
第一部として午後1時30分から受講した。
第2部を午後3時45分から午後5時まで
「相続実務の意見交換会」とし、極めて有意義
な研修内容であった。
更に当ゆう園内での宿泊懇親会も風情ある中
で楽しい一時を過すことが出来た。
今後も一人でも多くの参加を期待したい。

（支局長　君島健司）

【宇都宮】

塩那地域の平地林も色づき始めた11月1日
土曜日、当支部では日帰り研修旅行を実施した。
高野支部長以下会員家族補助者13名が参加し
たバスの旅でした。
行先は東京都美術館と浅草演芸場。季節はま
さに芸術の秋。都美術館では「大英博物館の至
宝展」と銘打って古代エジプト・メソポタミア
・古代ローマ帝国の金銀を多用した宝飾品など
世界中から集めた250点近くの展示品を鑑賞
し、古代のきらびやかな美にため息がもれまし
た。浅草演芸場では手品や寄席を楽しみ、落語
では下ネタが妙に頭に残ってしまい、おおいに
笑ってストレス発散、気分転換ができたものと
思います。
宇都宮以北に住んでいると上京して演芸場な
どに出かける機会は殆どないので、楽しい日帰
り研修旅行でした。

（支局長　長谷川久夫）
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【塩　那】

【那　須】
那須支部研修会

支部研修旅行



足利が生んだ一級の画家として、洋画家川島理一郎（１８８６－１９７１）がいます。明治１９年に
足利に生まれ、明治４３年ワシントン・コーコラン美術学校卒業後、フランスに渡り、藤田嗣冶と共同
生活していた頃、サロン・ドートンヌ展に入選したことから名を知られ、大正１２年に帰国してから、
やがて文部省美術展覧会や各種展覧会の審査員をつとめるなどして、昭和２３年日本芸術院会員となっ
た。活動期に足利を離れていたこともあって、足利市民にはなじみが薄かったかも知れませんね。
勤皇画家として有名な田崎草雲（日本画１８１５－１８９８）は東京生まれの足利藩士。初期の号を
梅渓といったが、やがて白石生、硯田農夫、七里香草堂、蓮岱山人などと号した。はじめ金井鳥州、加
藤海翁につき、さらに谷文晁、春木南溟に絵を学んだ。剣道を好み、国事活動も行ったが、草雲が足利
に居を移したのは文久元年（１８６２）で明治維新に際しては、民兵による誠心隊を組織して隊長とな
り、足利の治安維持にあたった。維新後も足利県に出仕していた。しかし明治８年（１８７５）還暦を
迎えるに及んで画業に専心した。蓮岱丘の白石山房に居を構えたのは明治11年のことで、ここで数々
の名作を生み出し、明治２３年（１８９０）第１回帝室技芸員に選ばれた。小宮翠雲は草雲の晩年の門
人である。
草雲の作品の多くは、足利市緑町2丁目　足利公園内の草雲美術館で、一般に公開されております。

川島理一郎画伯をはじめ、地元出身の作家の作品や、郷土にゆかりある美術家の作品は、足利市通り２
丁目　足利市立美術館で観賞することができます。足利市立美術館は、ＪＲ両毛線足利駅下車後西へ、
東武伊勢崎線足利市駅下車後北へ、共に徒歩７分の市街地の中心にあります。美術館駐車場は、美術館
の南東へ徒歩２分の位置にありますが、初めての方にはわかりにくいのが難ですね。（支局長 荻野昌樹）

展示室1
（飯田善國展／97年）

マイヨール
〈着衣のポモナ〉
1921年

■開館時間
AM10：00～PM6：00（入館はPM5：30まで）

■休館日
月曜日（祝日、振替休日を除く）
祝日・振替休日の翌日（土・日曜日を除く）
年末・年始
そのほか展示替えのための臨時休館日がございます。

■観覧料
企画展／展覧会によって異なります。
常設展／一般・大学生　310円（250円）

高　校　生　210円（160円）
（）内は20名以上の団体料金

※中学生以下は観覧無料です。
※「あしかが・いきいきパスポート」、身体障害
者手帳をご提示の方は観覧無料です。
※20名以上の団体は2割引となります。

■交通案内
電　車／JR両毛線足利駅下車、徒歩7分

東武伊勢崎線足利市駅下車、徒歩7分
車　／東北自動車道佐野・藤岡インターより

30分
バ　ス／市内各路線バス「美術館前」下車
駐車場／足利学校東駐車場（徒歩5分／無料）

渡良瀬緑地多目的広場駐車場（徒歩5分／有料ですが、観覧
車には駐車料金を払い戻しいたします。）
いぶき駐車場（徒歩2分／有料ですが観覧車には1時間分の
コインをさしあげます。駐車券をご提示ください。）

〒326－0814栃木県足利市通2丁目14－7
TEL．（0284）43－3131
FAX．（0284）43－3133
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田崎草雲旧宅
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今年六月二十九日、亡くなったキャサリンヘップ
バーンの追悼記念番組「旅情」を見た、その後彼女
に関する記述を読むと、自分が生まれる前の１９３
３年に「勝利の朝」でオスカー賞をとり、以降、1
６６７年「招かざる客」翌６８年「冬のライオン」
そして１９８１年に「黄昏」と四回も受賞している
ことを知って、そのキャリアに驚いた次第である。
二度目の六十年代以降となると我等世代と言うよ
り、日本人にとって映画は唯一の娯楽であり、邦画
の隆盛期でもあった。
最近余り映画を見ないが、作品の傾向としてドメ
ステック的な描写が多く、カタカナ文字の題名が幅
を利かせている。彼女の数多くの作品に見られる日
本的な題名や、ヨーロッパ的詩情あふれた作品に我
等、洋画オールドファンには懐かしい思い出映画に
なってしまった。
ところで、ヘップバーンと言えば、オードリーヘ

ップバーンを誰しも思い出し対比する。彼女の何に
もまして、清楚で可憐なマスクとスタイルは、その
作品も限られるところであり、方やキャサリンの方
のイメージは、スタイル的には同じであるが、この
旅情の主人公であるアメリカ、オハイオ生まれの、
少し気の強いヤンキーウーマンと言う感じであり、
幅広い作品に出演している。
さて旅情であるが、１９９５年のデビット・リー
ン監督作品、相手役はロッサノブラッシー、原題は
（Ｓｕｍｍｅｒ Ｔａｉｍｅ）そのストーリーも旅
情そのままに中年女性の旅先での詩情あふれる水の
都ベエニスでの出来事と運河やサンマルコ広場、寺
院の風景をカメラは人の目線で追い、見る人に実際
旅した感を抱かせる。
冒頭、美しい海岸線を長い車列を引く蒸気機関車

が、汽笛を鳴らしながら走るシーンから一転サンタ
ルチア駅であろうか、駅頭から吐き出される人々の
雑踏。振り分け荷物で足早に歩くボッター、旅装ま
での交通機関では、普通ならタクシーやバスならで
はのところ、此処では水上バスが当たり前、狭い水
路をゴンドラやモーターボードが行き交い、水面か
ら林立装しているたてものの道すがらを淡々と描い
ている。
やがて旅装に着き、女主人のさりげない客へのも
てなしや、彼女との会話から両者の日常生活や性格
を描き出す、部屋に案内され、窓から眺める青い海
と寺院の尖塔を前にして、誰しもが描く旅情に、暫
しひたる実感が身にせまる。
旅の目的はと問われて、ヨーロッパで何かを見つ
けたい、その誰しもが思い描く、「何かのもの」を
求めたい、と見る人の想像に託す。日頃旅装の経営
の傍ら一女性として、男女間の交際の柔軟さを酒脱
な会話から窺わせる。
運河を望む広いテラスで同宿者との団らんが終わ
り、一同みな思い思いに出払い、一人旅先での孤独
を紛らわせるために、たまらず街に飛び出す、車世
界の世の中、車に緑のない狭い路地から路地へ、空
は両側の中世からの古い建物に遮られて、細長い空
間しか見えない路地から石畳の階段へと、突然寺院
の鐘の音、雑踏をかきわけて見知らぬ路地を鐘の

ありか

在処に、アーチをくぐると、その先に広がる、旅の目
玉でもあるサンマルゴ広場が目前に広がる。
この水の都、日本の街に例えると大阪的な匂いのどぶがわ

する街である、下町の通りにある溝川でもありそう
な光景がであり小さな運河に面したアパートメント
の小さなテラスから、いきなり生ゴミが川面に投げ
込まれるシーンがあったりする、この街での値引き
はエチケットであると知らされる、お店での値引き
の掛け合いシーン、又ストリート・チルドレンの物
乞いとのやりとり等に現れるこの街の一面がよく表
現されている。
誰もが抱く旅先での「何かは」広場のカフェテラ
スからはじまる。一人でくつろごうとするが、周り
の人々総てがこの場の雰囲気に溶け込んで時を刻ん
でいるのに、自分一人だけが妙に浮き上がっている
ように感じて落ち着かない、昨今ではビデオは珍し
くはないが、この時代、先を行くアメリカならでは
の、今では懐かしいネジ巻き式のビデオカメラを回
す彼女、そんな彼女を目に留めるのが相手レナード
役のロツサノブラッシー、時として人は目に見えな
いが、他人の視線を感じることがある。彼女も又、
背後に視線を感じて余計に落ち着かなくなる、ウェ
イターを呼ぶきっかけを彼に与えたのが出会いの始
まりで、後、彼女があるガラス工房のウィンドウで
気に入った赤いグラスを見つけて入ったお店の主人
が彼であったことから二人の交際が始まり、「ある
何か」のストーリーが展開する。
「何かに」惹かれ逢ううちに、自身のこれまでの

生き方や性格から形作られたプライドも、自分が嫌
い軽蔑していた世俗的な男女間の交際について、反
面、普通の女性として憧れてもいたのも事実であり、
結局、自身の理性やプライドは人間の本能や情に勝
てず、「何か」が具体化してしまう。
昨今の欲しいままの肉欲を画面いっぱいに描き出
すのではなく、小さなバルコニーでのラブシーンで、
脱いだハイヒールを彼の肩越しにぶら下げて持ち、
背伸びした素足の描写だけ、我を忘れてハイヒール
を取り落とすシーン等なつかしい演出である。後は、
窓越しに揺れるレースのカーテンを映し出し、夜空
には水の都の名物であろうか、打ち上げ花火の数々
の描写と弾ける音が何とも言いようのない人間の想
像をかきたてる。
あとは、遠い異郷での「何か」であり、日本的に
は束の間の恋とでも言えようか、とにかくストーリ
ー性はないが、旅情をそそられる映画であった。
結びになって、せっかくのラブストーリーに水を
掛けるようであるが、この水の都も、最近地球温暖
化の所為であろうか、時には運河の水があふれ、サ
ンマルコ広場も水浸しになることもあるという。ま
た、彼女の四回目の受賞作の題名「黄昏」という日
本的な意味合や言葉の響きから、人生の黄昏期に差
し掛かってしまった我等世代、如何に生きるかが課
題となって頭から離れない　（ペンネーム　度会敏）
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師走に入ると忘年会、年が明けると新年会等
により、この季節になると酒類を飲む機会が多
くなって来る。私は、酒を飲むと言うより、酒
を売る立場にある。即ち、酒類販売小売業兼行
政書士業を営んでいる。それだけに、酒類の効
用と健康に与える影響については、他の人より
敏感に反応してしまう。
アルコールが人に及ぼす影響の中で良く知ら

れているものの一つに社交性を増すことがあげ
られ、我国でも、アルコールはコミュニケーシ
ョンの潤滑剤の様な使われ方をしているが、実
際にも飲酒場面での会話量が増える事が観察さ
れ報告されている。
一方、大量飲酒はアルコール性心筋症や、不

整脈などの原因となり、悪影響がある事が知ら
れている。適度な飲酒が心臓病の発病を予防す
る効果がある事が様々な疫学研究で証明されて
いる。
「酒は百薬の長」と言う諺は、中国の漢書が

出典と言うから人は、随分長い間お酒と付き合
って来た事になる。実際、長寿の人の中には、
毎日の様に晩酌をしている人もいるようだ。
但し、薬の飲み過ぎが危険を伴うように、ア

ルコールの飲み過ぎも肝臓などの臓器障害を起
こす事があるから気を付けなければならない。
適量を守ってこそ百薬の長となる物である。
ここでお酒を飲む時の注意点として（社）ア

ルコール健康医学協会の「お酒と健康ライフ」
からいくつか紹介したいと思う。
いずれも常識的な事であるが
○　薬と一緒に飲むと、反応しあって作用が
激化するなどし、危険です。

○　タバコを吸いながら飲むと、アルコール

の代謝が遅れて悪酔いしやすくなるほか、
ニコチンの害とあいまって、健康に良くあ
りません。

○　お酒を飲む前や飲みながらスポーツをす
ると、反射神経や判断力が鈍る上、心臓に
二重の負担をかけ、死を招く事もある。

○　空腹時の飲酒は胃でも腸でもさっと吸収
され、一気飲みと同じ状態になり、悪酔い
や、二日酔いの原因となる。
○　「二日酔いに迎え酒」と良く言われます
がこれは誤りです。一時的に不快な症状を
忘れられても、後で更にひどい不快感に襲
われることが多くなる。

〇　酔った状態でお風呂に入ったり、入浴中
に飲んだりすると、心臓に二重の負担をか
け、血圧を上昇させて脳卒中等につながる
事があり、危険です。
ところで、個人差はあるがビール大瓶１本を

飲んで、アルコールが体内から抜けるまでに約
３時間程度かかるそうなので、酒気を帯びて車
両等を運転することは、道路交通法で禁止され
ている。「酒気帯び運転とは」血液1ミリリッ
トルにつき０．１５ミリリットル以上のアルコ
ールが検出された場合であり、体内のアルコー
ル量にかかわらず真っすぐ歩けない酔った状態
で車を運転した場合が「酒酔い運転」だそうだ。
又、罰則もかなり重くなっているので、この季
節充分にご注意を！

（松井勤一郎）
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ここ数年来、地域活動等で日程のやりくりが
大変な時が多い、「コミュニティ」推進協議会、
社会教育委員会、老人会、等一連の行事への参
加奉仕は、連日留守にすることが多くなる。
このため、本来の業務はそれなりに家族の協

力を得て何んとか処理している実情である。
しかし、高齢化が進み、人生８０年の長寿時

代を迎える中、地域の中では様々な会等があり、
健康づくり、友愛訪問、ボランティア活動、地
域文化の伝承活動等、実に楽しく有意義である
ことを改めて認識している。
そんな中にも、多くの諸氏にもそれぞれ裏に

は、悩み、困り事はつきもので様々な相談や、
依頼もあり戸惑うことが多い、一般的な相続問
題に係る件を主に、単純手続関係等、話題も豊
富でとても楽しい人間関係も、生れることも多
くなる。
仲間づくりを通して、健康づくりに邁進し約
１４０名の会員で、「グラウンドゴルフ」に熱
中しているが、手近で少しの金でどこでもプレ
ーできるため今人気上昇中のスポーツと言える。

梨の栽培が盛んな芳賀町は、県都宇都宮市の
東隣に位置し、町西部には大規模な工業団地も
あり農業、工業が盛んな町です。
県で１０番目に登録された「道の駅はが」は、

県道宇都宮茂木線の芳賀町中央部に位置します。
県道は宇都宮と茂木さらには茨城県を結び、特
に夏は宇都宮方面から茨城の海を結びにぎわい
ます。
構内には、地下１５００mから湧き出る黄金

の温泉を活用した“芳賀温泉ロマンの湯”や
“友遊はが’が整備されています。
“友遊はが’には、総合案内所・休憩施設・

軽食堂・果物や米などの地元特産物の直売所な
どが整備されています。

環境づくりを行ないながら交流している。
本来の業務もこのような立場から、可能な限
り助長させ、第２の人生も快適に過せるものと
思っている。
美しい木立から、優しく心良い光と、風が晩
秋を惜しむかのような今日此の頃です。

（那須支局長　君島健司）

○ロマンの湯…………お肌すべすべになります。
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生涯楽習（公民館活動）
のなか、クラブ活動も数
多くあり、ゆとり・うる
おい・やすらぎのスロー
ガンのもと、心豊かな
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