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魅　せ　ら　れ　て

業務開発部長　住吉　和夫

　３０年前、先輩の行政書士に魅せられて、行政書士になり、行政書士は社会の中心的な存在にな

ると感じ、一途行政書士の道を歩みました。

当時の社会に行政書士制度の認知は低く、行政書士は自動車登録が主な業務でありました。

元栃木県行政書士会会長（第８代日本行政書士会連合会会長）鈴木金蔵先生は、行政書士の近

代化を目指して運動を展開、香川会・栃木会が中心となり車庫証明業務に取り組み、全国の行政書

士業務とし今日の行政書士制度の先駆けとなりました。

日本の経済発展に伴った建設業法は行政書士制度に拍車をかけ、住宅建築ブームによる都市計

画法、農業振興地域の整備に関する法律は行政書士の地位を高めました。

同時に行政書士の業務上請求書は行政書士を確固たる地位に引き上げました。

当時の為政者には義務教育の成果として行政書士廃止論がありました。

行政書士制度が今日の発展を見たのは、行政書士が庶民の立場に立ってものを考え、そして発

言をし、円滑な行政に寄与したからです。

今、混迷を深めている入管行政、産業廃棄物対策によるリサイクル法、情報化時代のプライバ

シー保護等に対する行政書士の存在は重要なものとなって参りました。

核家族化が進む日本社会そして高齢化社会又行政負担の増大に対する行政書士の役割は極めて

重要な位置づけになって参ります。

今、行政書士に新しい風が吹いてきました。

老人対策としての成年後見制度、社会構造の変化と核家族化による相続問題と遺言書の提起、

複雑化する社会問題に対する裁判外紛争解決（ＡＤＲ）の行政書士への期待に対し、行政書士は真

剣に取り組まなくてはならないと考えます。

私は成年後見人を依頼されて、一老人の後見をしております。本人に代わって何千万円もの財

産を管理し、老人の生き方、そしてその家族のあり方を考えるとき、自分の身を処するだけでも迷

いのある人生の中で、行政書士成年後見人の役目と責任は身の引き締まる思いが致します。

代書そして単なる代理の時代は過去のものとなりつつあります。

これからの行政書士は法律の勉強、文章・図面の作成、情報の処理、経済行為のアドバイス等

行政書士にとって大事なことではあるが、それにもまして、重要なことは国民に対して、公正、公

平、により安堵を提供し、国民の信頼に応えられる行政書士にすべきものと考えます。
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建設業に関する研修会開催
　　平成１６年８月６日（金）午後３時から５時

まで、行政書士会館において研修会を開催した。

　「建設業会計における財務諸表」について行政

書士・税理士渡辺良樹氏を講師に行われた。

　消費税込で作成された財務諸表を消費税抜きの

財務諸表とするための方法について学ぶことを目

的とし開催された。

　講義内容は次のとおり（タイトルのみ）

　　1　日本の会計制度

　　2　消費税制の概要

　　3　消費税課否判定リスト

　　4　財務諸表の転換

　研修会資料は行政審士会館図書室に備え付けら

れていますので、御利用下さい。

　　　　　　　　　　　（業務研修部　横山　真）

　平成１６年８月１２日（木）午後１時３０分か

ら、栃木県行政書士会会館２階会議室において

IT戦略特別委員会によるCAD講習が開催されま

した。

　講師は、IT戦略特別委員会の小林専門委員が

担当し、フリーウェア（無料）のJW-CADをネッ

トからダウンロードし、基本的な操作説明と簡

単な図面の作成についての講習が行われました。

JW-CADは、無料の本格的図面作成ソフトで、図

面の作成や距離の測定等多様な機能がついて、そ

れに関する書籍等もたくさん販売されていますの

で、パソコンを使っての図面作成の入門から本格

的図面作成まで利用することができます。

第１回目のCAD講習では、基本的な操作と車庫証

明申請に必要な配置図等の作成、自動的に距離を

測定する仕方等簡単な図面の作成について学習し

ましたが、継続して、全３回のCAD講習を予定し

ておりますので、２回目、３回目の参加もCADの

基本的な操作から縮尺が必要な図面の作成までを

学習するのに大いに役に立つことでしょう。ぜひ、

この機会にCADの操作、縮尺図面の作成をパソコ

ンで作成してみてはいかがでしょうか。

ソフトは無料で研修会の中で入手することが可能

です。

　　　　　　　（IT戦略特別委員会　金敷　裕）

IT戦略特別委員会CAD講習が開催されました。

　平成１６年８月６日（金）午後１時から、栃木

県行政書士会館に於いて、平成１６年度日本行政

書士会連合会定時総会において、総務大臣表彰を

受賞された小山支部松井勤一郎会員と、日本行政

書士会連合会長表彰を受賞された塩那支部宮嶋幸

雄会員に、当会の岸会長より表彰状が手渡されま

した。※写真（左）松井勤一郎氏　（右）宮嶋幸雄氏

　　　　　　　　　　　　　　（広報部　金敷　裕）

総務大臣表彰・日行連表彰　受賞

栃木県行政書士会
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　ＩＴ戦略特別委員会から、Webグループウェ

ア（ioffice）文書管理から申請書等のダウンロー

ドの仕方について、ご案内いたします。

　最初に、栃木県行政書士会ホームページにア

クセス（http://www.gt9.or.jp/gyosei) して頂

きます。

　次に、会員専用ページにアクセスします。

　①メニューの会員専用をクリックします。

　②パスワードを半角ローマ字で入力して　　

　　[Enter]をクリックしてください。

会員専用ページが表示されます。

　③サブメニューの[Webグループウェア]を

　　クリックします。

　iofficeの画面が表示されましたら、

　⑤[文書管理]をクリックしてください。

次に、下図画面が表示されましたら

　⑥左側から必要な申請をクリックします。

右側に申請手続きにかかる、申請書類が表示さ

れます。

　たとえば、建設業許可申請にかかる、申請様

式をExcel形式でダウンロードしたい場合は、

　左側の[建設業関係]フォルダをクリックし、

その下に、５つのフォルダが表示されますので、

下から２番目の[建設業許可申請書A４（EXCEL）

フォルダをクリックします。すると、右側に建

設業許可申請書類の一覧が表示されますので、

必要な書類をクリックしてください。

アドちゃんの画面が表示されますので

　④[ログインID]・[パスワード]に書士会か

　　ら発行されたID及びパスワードを入力し、

　　Webグループウェアにアクセスしてください。

下図の画面が表示されますので、左側の手続きか

ら必要なものを選んでクリックしてください。

IT 戦略特別委員会からのお知らせ！



必要なファイルをマ
ウスで右クリックし、
サブメニューの [ 対
象をファイルに保
存 ] を選択して、自
分のパソコンにダウ
ンロードする。

　必要な申請書類をクリックしますと、下記の画面が表示されます。

　画面の下方、更新用ファイルの右側に、[様式第１号　建設業許可申請書.xls（６４ＫＢ）]と表

示されています。

（６４ＫＢ）は、ファイルの容量です。

　このファイルをダウンロードして使用します。[様式第１号　建設業許可申請書.xls（６４ＫＢ）]

と表示されているところを、マウスで右クリックします。（文字の上でマウスの右ボタンを押します。）

このファイルを右クリッ
クします。

ファイルの容量です。

　マウスで、右クリックすると、下図のようにサブメニューが表示されます。

　表示されたサブメニューの[対象をファイルに保存]を選択して、申請書類をご自分のパソコンに

ダウンロード（保存）して、ご使用ください。

基本的にやりかたは、ほかの書類でも同じです。

-5-
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国土交通省自動車交通局プレスリリース

平成１６年７月１４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜連絡先＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省自動車交通局技術安全部管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永野、酒井、石川、新井

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　03－5253－ 8111（代表）（内線42114、41147）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　03－5253－ 8588（直通）

自動車保有関係手続のワンストップサービス化の

今後の取組方針について

　自動車保有関係手続のワンストップサービス化とは、自動車を保有するために必要な多くの手続

（検査・登録、保管場所証明、自動車諸税の納税等）を、オンラインにより、一括して行うことが

できるようにするものです。（参考資料）

　このワンストップサービス化については、政府決定のe－Japan重点計画2004において、平成

１７年中にワンストップサービスシステム稼動を目指すこととされております。また、第159回通

常国会で成立したワンストップサービス関連法律である「自動車関係手続における電子情報処理組

織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律」においても、平成１７年中の政令で定

める日より施行することとされています。

　そのため、平成１５年度に行った試験運用結果等を踏まえ、今後、関係省庁等において調整を行

い、システムの安定稼動や関係機関の対応状況を勘案し、習熟期間等を経て、平成１７年１２月か

らワンストップサービスを開始することを目標として作業を進めることとしました。

＜今度のスケジュー等＞

１．平成１６年度

　（１）　平成１５年度の試験運用（東京都、神奈川県で実施）の結果を踏まえて、システムの改良

　　　を行うとともに、地域等の対象範囲を拡大して試験運用を行います。（平成１７年１月目途）。

　　　（岩手県、東京都、神奈川県、埼玉県、愛知県、岐阜県、大阪府、佐賀県）

２．平成１７年度以降

　（１）　ワンストップサービスシステムの稼働時期については平成１７年１２月とし、作業を進め

　　　ることとします。

　（２）　平成１７年１２月から開始する手続は、新車の新規登録（型式指定車）とします。

　　　継続検査等の手続は、平成１９年から平成２０年にかけて段階的に行うこととします。

　　　なお、軽自動車については、登録車のワンストップサービス化の進展状況やその

　　　運用の安定状況を見ながら関係機関と調整を行うこととします。

　（３）　ワンストップサービスシステムの開始時の対象地域については、試験運用対象の８地域（岩

　　　手県、東京都、神奈川県、埼玉県、愛知県、岐阜県、大阪府、佐賀県）を中心として引き続

　　　き全都道府県と調整を行います。

自動車保有関係手続のワンストップ
サービス化について

平成１６年７月
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日行連発第699号

平成１６年８月１８日

各単位会長殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本行政書士会連合会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　宮内　一三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社労税務経営部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部長　奥田　義孝

社労業務取扱証明書の発行について（お願い）

　平素は、日行連事業活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、社労税務経営部では、平成１１年度より社労業務推進の一環として行って参りました社労

業務取扱証明書の発行を、今年度も実施することといたしております。

　下記の要領にて、希望会員向けの周知、募集及び発行を行いますので、別紙「社労業務取扱証明

書発行願い」（様式1）の取りまとめ等ご協力をお願い申し上げます。

記

・会員向け周知、募集方法：月刊「日本行政」平成１６年９月号案内掲載（別紙参照）

・希望会員から単位会への申込締切日：平成１６年９月３０日（木）必着

・各単位会から日行連への申込締切日：平成１６年１０月１４日（木）必着

【留意事項】

・希望会員より申込みがありましたら、経過措置該当者であることをご確認いただき、日行連への

申込締切日までに一括して日行連業務課宛に送付願います。

　前年度までに発行済み会員の重複申込みはできませんので、除外願います。

・昭和５５年当時会員であった方が、一度、退会・廃業し、再度入会・登録した場合は入会年月日

の欄に、昭和５５年９月１日現在会員であったことが確認できるよう、昭和５５年９月１日以前の

入会日、退会・廃業日、及び再度入会・登録した日を記載するようご指導願います。

・証明書の作成には１～２ヶ月を要します。

・証明書は出来上がり次第、日行連より各単位会宛に送付させていただきますので、希望会員への

配付方についてお願いいたします。

・前年度までの発行済み会員の再発行につきましては「社労業務取扱証明書再発行願い」（別紙・

様式２）にて、別途お申し込み願います。再発行につきましては、制作費及び郵送料は個人負担と

なりますので、ご了承願います。

・発行済み会員の退会・廃業に際しては、「社労業務取扱証明書返却届出書」（別紙・様式３）に証

明書を添えて、単位会経由で日行連業務課宛返却をお願いしておりますので、該当会員へのご指導

をお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当：日行連業務課　長沼・宮川）
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監　第１２５号

平成１６年８月３１日

栃木県行政書士会会長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栃木県土木部長　高橋　忍

平成１６年度建設業者講習会の開催について

　本県における土木行政の推進に当たりましては、日頃から格別の御協力をいただき厚く御礼申し

上げます。

　さて、この度別添「平成１６年度建設業者講習会開催要領」のとおり講習会を開催いたしますの

で、傘下会員に対する案内について、よろしくお願いいたします。

　なお、参加を希望する貴会員につきましては会場の都合により、ご面倒でも栃木県総合文化セン

ター（１０月１３日１４時～）へご参加くださるようお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監理課建設業担当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 TELO28-623-2390

平成１６年度　建設業者講習会開催要額

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）　平成１７・１８年度栃木県入札参加資格審査申請について

　　（３）　下請契約における代金支払の適正化等について

　　（４）　新分野進出・経営多角化等について

３　主　催

　　　栃　　木　　県

４　開催日時・会場

　　（１）　平成１６年１０月６日（水）　　　　午後２時～４時

　　　　　　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－ 6　　TEL0287-24-0880

　　（２）　平成１６年１０月８日（金）　　　　午後２時～４時

　　　　　　おおひら町民ホール

　　　　　　　大平町蔵井2001－ 3　　　　　TEL0282-43-5231

　　（３）　平成１６年１０月１３日（水）　　　午後２時～４時

　　　　　栃木県総合文化センター　メインホール

　　　　　　  宇都宮市本町1－8　　　　　 TEL028-643-1000

５　対象者

　　（１）　県内で建設業を営む者

　　（２）　市町村職員

　　（３）　建設業関係団体職員等

　　（４）　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）　資料は当日配布。
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建情管　第　6　8　号

平成１６年８月１６日

栃　木　県　行　政　書　士　会

　　　　　事　務　局　長　殿

財団法人　建設業情報管理センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事　務　局　長

経営状況分析申請書類のダウンロードについて

　謹啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

　平素は、当財団の経営状況分析業務につきましてご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、標記につきましては、既に日本行政書士会連合会様より通知されていることと思いますが、

当財団ホームページ（http：／／www．ciic．or．jp／）に「申請書等様式ダウンロード」のボタ

ンを追加し、申請書類をダウンロードすることができるようになりましたのでご案内申し上げます。

　また、会員の皆様へご周知下さいますよう併せてお願い申し上げます。

敬　具

PDF形式の内容でご提供いたします。（一部PDF以外で提供するものがあります。）

※PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のロゴマークをクリッ

クすると、ダウンロード（無料）サイトにアクセスできます。

○経営状況分析申請蔓（PDF形式）

※契約約款を含みます。

○経営状況分析申請書（Excel形式（自己解凍形式による圧縮ファイル））

※Excel 2003以外の動作保証は致しておりません。

ダウンロード及び解凍後のご使用は自己責任において行ってください。

当アプリケーションの使用により発生した損失や損害に関しては一切責任を負いません。

コンピュータウィルスの対策はとっていますが、感染のないことを保証するものではありません。

ご使用の前に、必ず「免責事項とご利用上の注意点」をお読み下さい。

○経営状況分析申請書の記載要領

○兼業事業売上原価報告書（建設業法施行規則別記様式第25号の9）

○経営状況分析の申請付表

※個人事業者の方のみ必要となります。

○換算報告書

※決算期変更等で決算が１２ヶ月未満の申請者の方のみ必要となります。

様式ダウンロード



おじゃましま～す！
　今月は既に県下にその人となりを知られている

浅野吉知先生の事務所を訪問しました。自宅の広

い敷地の中にこれ又広い事務所で地域活性化のた

め全部粟野産材を使用するというこだわりの木造

建築で平成１４年１１月に完成したと言う、駐車

場スペースも６台以上、自宅庭を利用すれば悠々

あと１０数台は楽に可能と見ました。

　そして自宅すぐ南側には粟野町役場があり、そ

のロケーションの良さにも感服するばかり、先

生にそのことを申し上げますと、「なあに粟野町

役場の広大な敷地は家の田んぼだったのを提供し

た」とのこと。それでは至極当然の理屈だ！

例によりプロフィールをご紹介しましょう。

①氏　名　浅野吉知

②事務所　上都賀郡粟野町大字口粟野８４２

　県道鹿沼市粟野町線そして足尾へと通じる道路

に面しております。粟野町の中心地で粕尾川、粟

野川が合流点です。当然道路もここから上粕尾、

足尾方面と入粟野、つつじの湯方面と分岐します。

交通の要衝だったので分岐点の山にはかつて城が

築かれ現在は城山公園として春にはつつじが咲き

誇り又遊園地もあり町民の憩いの場となっていま

す。余談ですが粕尾川、粟野川へと分岐する地、

丁度口を開けるような土地から口粟野の地名の由

来かなと思います。

③入会年月　昭和５３年１１月

④入会して良かったこと

　社会に貢献出来る事そしてそのことで人に喜ん

で頂ける事、社会的視野が広くなった等々

⑤趣　　味　旅行、山登り、温泉巡り、

　今年の７月未、ご夫婦で中央アルプスの木曽

駒ヶ岳へ行ったとかでそのアルバムを拝見しまし

た。そのほか一昨年は富士山登頂したそうでその

写真もありました、当然の如く奥さんと御一緒で

仲睦まじく、いやぁ愛妻家ですね！

　今年は結婚３０周年で新婚旅行は九州だったそ

うで思い出の地の再訪を計画し、夫婦とも仕事も

あることなので春と秋に分割して実施し既に春の

分は行ってきたとか、ちなみに奥さんはＡ市役所

勤務、子供たちは独立して都会暮らしとか。

　　　　　　　　変革の志士

　自宅の門前には「変えてみよう粟野町」の立看

板があります。他には全くみあたりません、これ

はなかなか勇気のいることではないでしょうか！

失礼ながら最近住宅街も出来ているとはいえ、ま

だまだ農村部が大部分のところでかくの如きの立

看板は珍しいことです。浅野吉知先生は今、元気

一杯、その上まだ若く、十分に社会的な経験を積

んできました。又各種の業務、組織に熟知してお

ること会議等に出席して分かります。また挫折を

も経験して弱者の痛みや心理も理解できる人物と

なり、艱難汝を玉にす、雌伏の時代を過ごせば飛

躍の時がくる、日は又昇る、と思います。以上　

　　　　　　　　　　　　　　　　（広報部ＫＫ）
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　行政書士による無料相談会を下記の内容で開催

しますので、お気軽にご相談におでかけ下さい。

記

場　所　日光市中央公民館第２会議室

日　時　平成１６年１０月２３日（土）

　　　　午前１０：００～午後４：００

内　容　土地の境界に関する相談、農地転用許可、

　　　　相続・遺言書等の書類作成等官公庁に提

　　　　出する許認可申請手続全般

間合先　栃木県行政書士会上都賀支部

　　　　　　　　　　      支部長　　福田勝守

　　　　　　　　　　　    TEL O288（22）4095

行政書士による無料相談会のお知らせ

【鹿沼支部】

日本海鵜の浜温泉の旅を実施

【塩那支部】

塩那支部研修会開催

　鹿沼支部では、会員の親睦を図ることを目的に

７月２４日（土）、２５日（日）の2日間、一泊

での懇親旅行を行いました。

　参加者は6名で、今年も浅野支部長の車を借用

して朝の６時に出発しました。宿泊先は、新潟県

の上越市に近い大潟町の鵜の浜温泉ですが、群馬

県伊勢崎市からの北関東自動車道と上信越自動車

道を利用して長野県を通って行きました。

　長野県では、川中島の古戦場と善光寺に立ち寄

り、野尻湖で遊覧船に乗りました。そして新潟県

上越市では、上杉謙信公の居城として有名な春日

山城跡へ行きました。以外に高い山城ですので、

登るときに大汗をかいて疲れてしまいました。

２日目は、ホテル近くの海岸で観光用の地引網を

見てから、寺泊町で海産物の買物をし、福島県に

向かって険しい山道を通り、田子倉ダムに立ち

寄って帰ってきました。

　　　　　　　　　    　（支局長　和賀井良雄）

　鹿沼支部では、例年に従って今年度もパソコン

研修を実施しました。

　研修は、７月の１４日（水）、１６日（金）と

２１日（水）の３回に分けて鹿沼市民情報センタ

ーで行いました。研修時間は、各日とも３時間で

午後６時から９時まででした。

　研修内容は、「作図と自由課題」ということに

して、会員の日常業務に必要なことを中心に実施

いたしました。

　参加された会員の皆さんは、常日ごろパソコン

を使用されている方ですが、今回の研修によって

より一層素早く、そして確実に利用できるように

なる成果があったものと思っています。

　　　　　　　　    　　（支局長　和賀井良雄）

パソコン研修を実施

　８月２９日（日）午後、国民年金保養センター

きつれがわにおいて支部研修会を開いた。

　研修内容は、「相続税、贈与税について」講師

は宇都宮支部会員で税理士兼業の渡辺良樹氏。受

講者は１４名。

　①行政書士業務のひとつである相続財産の調

査、遺産分割協議書の作成に関連して、相続税の

しくみ、相続税申告の手続き、相続税の範囲など

　②贈与税については、贈与税のしくみとして一

般的な暦年課税と平成１５年から選択できるよう

になった相続時精算課税制度があること。その内

容について。

　渡辺講師の配布した資料にもとづき約２時間に

わたり相続税、贈与税のしくみをわかりやすく説

明してくれた。講義の後も活発な質疑応答があり、

行政書士としても知っておくべき内容であった。

　　　　　　　　　　　　（支局長　長谷川久夫）

【上都賀支部】

支 局 情 報
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栃 木 支 部
「 副 支 部 長 の 顔 」

行政書士は、官庁への行政

手続きについては専門家でな

ければならない。専門家とい

えるためには、取り扱った行

政手続きについては、その関

係官庁担当者と互角、否それ

以上の知識を有していなければならない。しかし

ながら、近年のめまぐるしい法改正に伴い、お客

様より依頼を受けた事件につき、以前の通りであ

れば許可になるはずだが、本件の場合はどうであ

ろうかという疑念を、一つ一つ払拭しながら、執

務している毎日である。

私はもともと短気な性分であることから、関

係官庁と対峙することが、時たま生ずる。それで

も、何とかやってこられたのは、顧客第一に思い

ながら執務していることを関係官庁担当者が理解

し、配慮してくれたからだと思っている。

こんな私が、栃木支部の副支部長の任にあると

いうのは非常におこがましい。まして、栃木支部

には、私より数段も上回る能力のある会員が多数

います。ですから、今期限りの任と思って、青木

栃木支部長を補佐すべく努力しております。

本年度、当支部では、行政手続き制度の激変

の時期であれば尚更、顧客のニーズを捉え、かつ、

行政書士制度をPRしていかなければならないも

　昨年度の支部総会におい

て、毛塚勝行さんと共に副支

部長に選任され、青木支部長

さんのお手伝いをしながら、

一年間無事に支部行事を努め

て参りました。

本年５月の支部総会からの残り任期を前年度

の活動を少しでも発展させるよう微力を尽くし

たいと思います。　

本年度は先ず、７月３０日に研修会（小山支

部との共催で、１，自動車リサイクル法・２，

入国管理について）約３０数名の会員参加で開

催した、これから秋にむけて、会員の親睦旅行・

支部単独による「無料相談会」（栃木市・壬生町）

での開催等まだまだ気は抜けませんが、支部長

を先頭にいろいろ個性豊かな支部役員や会員の

力を借りて、あしでまといにならないよう努め

ていきたいと思っております。　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　（嶋田安三）

のと考え、年２回の無料相談会実施を予定して

おります。つきましては、今後の当支部運営に

際しては、格段のご尽力・ご配慮を賜りますよ

う、栃木県行政書士会並びに当栃木支部会員に

お願い申し上げます。　　　　　　（毛塚勝行）

【那須支部】

那須支部役員会開催

　平成１６年７月２３日、午後４時３０分より午

後５時３０分まで、西那須野町「宇都宮餃子館西

那須野店」会議室に於て、役員会を開催した。

　議題（１）支部会員親睦旅行実施について。

　　　　　　案：東京方面とする

　議題（２）支部研修計画について。

　　　　　　案：建設業許可申請（１０月）宿泊

　　　　　　案：自動車登録申請パート２

　議題（３）制度推進部事業

　　　　　（行政書士無料相談等の実施について）

　大田原会場、黒磯会場で同時開催する協力者を

事前に文書で募る。

　その他　事業実施日（時期の見直し）を次期総

会に図る。

　終会後懇親会に入り、更に実務等の懇談して散

会する。             　　  （支局長　君島憲司）

【宇都宮支部】

１０月の「行政書類手続き相談」

　日時：平成１６年１０月１８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：小林幸雄・鈴木清市
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 このたび、西方町において新型の特別養護老人

ホーム「雅の風」が完成して、７月１５日に盛大

な竣工式が行われました。県内には現在、８５ヶ

所の特別養護老人ホームがありますが、ユニット

型の施設は数が少なく、当初からの施設は、県下

で初めてなのだそうです。１ヶ所だけ、改造して

３０人用の個室を備えているユニット型施設が鹿

沼市内にあるだけとのことです。　ユニット型と

は、施設の居室をいくつかのグループに分けて、

それぞれを１つの生活単位とし、家庭的な雰囲気

の中でケアを行うもので、「小規模生活単位型指

定介護老人福祉施設」の設備基準では、１ユニッ

トの定員は「おおむね１０人以下」とされていま

す。　そして、スタッフによるケアの「ユニット

ケア」は、お年寄りの生活を支えていくことと、

お年寄りの願いや希望を少しでもかなえていくこ

とを目指しますので、排泄介助、入浴介助、食事

介助という直接的なケアに加えて、心と心のつな

がりを大切にして「こんなことをしてもらえるの

ですね。」と喜ばれるようなソフト面での対応も

必要とされています。

　「雅の風」の法人名は、「社会福祉法人ユートピ

アにしかた」で、隣接している西方病院が協力医

療機関になっています。定員数は５０名で、短

期入所生活介護事業所（定員７名）とデイサー

ビスセンター（定員１５名）も併設されていま

す。敷地面積は、3,442.08 m2、建物延床面積

が3,315.93m2で、職員数は４３名となってい

ます。そして、竣工式当日の７月１５日から事

業が開始されました。施設運営方針は、「入居

者一人ひとりの意志及び人格を尊重し、施設サ

ービス計画に基づき居宅における生活を念頭に

おいて、入居前における生活と入居後における

生活が連続したものとなるよう配慮しながら、

各ユニットにおいて入居者が相互に社会関係

を築き、自立的な生活を支援することを支援す

る。」とされています。

                    　（支局長　和賀井良雄）

支局かわら版

－鹿沼支部－
ユニット型の特別養護老人ホームが完成
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広報部より「地球のステージ」のご案内・・・

地球のステージとは？

　１９９６年１月１５日より始まった、ライヴ音

楽と大画面の映像、スライドによる語りを組み合

わせた、まったく新しいタイプの”非営利”「コ

ンサート・ステージ」です。

　世界で起きている様々な出来事を、講演形式で

はなく、音楽と大画面のビデオ、スライドに写し

だし、語りと曲で構成していく「映像と音楽のシ

ンクロ」ステージです。

◆内容は？

　インド、ケニア、スペイン、アラスカ、南米な

どの「放浪篇」に始まり、フィリピン、ソマリア、

東ティモール、旧ユーゴスラビアなどの貧困、紛

争地域の子供たちの明るくたくましい姿を映し出

します。

◆出演者は？

　山形で精神科医をしている桑山紀彦氏がその案

内役です。彼はこれまで５２ヵ国を歩き、国際医

療救援活動を展開してきました。

※お誘い合わせの上ご来場下さい！入場無料

詳細はポスター（最後のページ）をご覧下さい。

車庫証明申請宇都宮センター　
 　平成１６年度定期総会開催される

　８月２１日午後３時より関東チサンホテル宇都

宮において車庫証明申請宇都宮センターの定期総

会が開かれ、会員２３名が出席した。

　昨年度事業報告・決算報告承認に続いて、本年

度事業計画、並びに、出資金の減額を定めた規約

改正案が承認された。

　また本年度は役員改選の年であるため、新役員

が決定された。新センター長には渡辺眞会員、副

センター長には鈴木康夫会員と小林幸雄会員が推

薦され、新理事・監事には下記の会員が就任した。       

　　　　　　　理 事　　渡辺　　眞

   　鈴木　康夫

   　小林　幸雄

   　鈴木　宏昌

   　岡井　正樹

   　嶋崎チイ子

   　糸井　啓明

   　田代　昌弘

   　松野　文武

         監 事　　福田　　仁

   　深見　　史

　また、特別顧問として、福田富一会員と諏訪利

夫会員が推挙され、全員の拍手をもって承認され

た。

　車庫証明業務においても、ワンストップサービ

ス・オンライン申請化の時代を迎え、時代の波に

どう対処するかが大きな課題となっている。行政

書士が、申請者に代わって証明書等管理業務を行

う地位を確保していくためにどうすればいいのか

等、乗り越えるべき問題は多い。

　総会が無事閉会した後、恒例の懇親会が同ホテ

ルで和やかに催された。

　                     （宇都宮支局長　深見史）

交
差点



   3 日 火 新入会員オリエンテーション 会長　宮嶋副会長　秋田部長　市川副部長　岡井理事木下理事

総務部会

   4 日 水 業務開発部会 会長　横山副会長　住吉部長　岩本副部長　手塚理事　板橋理事

   6 日 金 県警本部との連絡会 会長　宮嶋副会長　運協正副会長

業務研修部研修会（建設業） 横山副会長　　　　　　　　　　　　　講師：渡辺良樹専門部員

   7 日 土 軽協会との連絡会 会長

   9 日 月 編集会議 会長  金敷副会長  青木部長  小林副部長  清水理事  松本理事

新井専門委員
 12 日 木 パソコン研修会 講師：小林幸雄専門委員

金敷委員長　風間副委員長　田代専門委員ＩＴ戦略特別委員会

 17 日 火 ＩＴ戦略特別委員会

（議事録・資料入力）

金敷委員長　小林専門委員　田代専門委員

 18 日 水 総務部打合せ 会長　宮嶋副会長　市川副部長　岡井理事　木下理事

 19 日 木 研修部打合せ 横山副会長　前澤部長

 25 日 水 制度推進部会 堀越副会長　浅野部長　大石副部長　石田理事　石塚理事

 28 日 土 著作権ビデオ研修会 横山副会長　前澤部長　渡辺専門部員
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書士会日誌
８月（主なもの）

平成16年 10月・11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 10 月予定 11 月予定 土木事務所名 10 月予定 11 月予定

宇 都 宮
２０日（水）

２１日（木）

２４日（水）

２５日（木）
栃 木 ２６日（火）

１７日（水）

１８日（木）

鹿 沼 ２２日（金） ２２日（月） 大 田 原 ２５日（月）
１９日（金）

２２日（月）

烏 山 ２８日（木） １７日（水） 日 光 ２０日（水） ２４日（水）

矢 板 ２７日（水） ２６日（金） 真 岡 ２８日（木） １６日（火）

足 利 ２７日（水） ２６日（金） 佐 野 ２２日（金） １６日（火）

栃木県土木部監理課建設業係
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表 紙 写 真 鐵
て っ ち く ど う た き ざ わ き ね ん か ん

竹堂滝澤記念館

　みなさんは健康維持のためにどんなことをして

いますか。会社などの組織に属していれば、運動

する機会はあるかもしれません。行政書士業務は

事務所内での仕事と顧客・官庁訪問などが主で、

移動手段も殆ど乗用車だと思います。ふだん汗を

かくような事も少ないでしよう。　

で、私の健康維持、体力維持の方法は、毎朝歩

くことです。ちかごろはウオーキングとかいって、

歩き方教室のようなテレビ番組もありました。私

はフォームにはこだわりなくただ歩くだけです。

幸いすぐ近くに那珂川や里山があり、四季の変

化を楽しみに歩きつづけています。那珂川堤防か

ら見える那須連山や男体山、周囲の地形はいつも

同じでも、眺めは少しずつ変わっていくので飽き

る事はありません。　

今の季節は、山ではエゴの木などの木の実を好

物とするヤマガラのさえずりを間近で聞くができ

ます。先日は、モミの木の幹をつたってまわりな

がらおりてくるリスを発見してうれしくなりまし

た。それがどうしたと思われるかもしれませんが、

歩くことは身体の健康ばかりでなく、心も健康に

してくれそうな気がします。

　　　　　　　　　　（塩那支局長　長谷川久夫）

  平成７年４月に氏家町桜野に開館した鐵竹堂瀧

澤記念館です。

鐵竹堂滝澤記念館は明治２５年（１８９２）

１０月２３日に氏家町で行われた陸軍大演習の時

に、当時実業家で貴族院議員だった瀧澤喜平治宅

が行幸中の明治天皇の休息所になった時に新築さ

れたもので、敷地内の長屋門、蔵座敷、鐵竹堂は「滝

澤家住宅」として栃木県指定文化財になっていま

す。

展示室として利用される鐵竹堂は明治天皇が休

息をとった建物で瀧澤喜平治の雅号にちなんで名

付けられたものです。正面に張り出した車寄せを

くぐり、中にはいると四季折々の風情が楽しめる

庭を鍵形に４室を配置しています。特に明治天皇

が実際に休息をとった主室は書院造りで、床の間

や襖、そして素木の格天井が吟味された材料と

寸分の隙も無い明治の美意識の元で作られていま

す。　

鐵竹堂瀧澤記念館では、この貴重な建造物の中

で、益子焼、ステンドグラス、絵画、彫刻等の美術、

工芸のギャラリーや歴史的、美術的にも価借が高

い明治２５年の明治天皇行幸時に備えたもの、風

雅の人でもあった喜平治の目にかなった遺愛品、

調度品の数々を公開する独自の企画展など春と秋

中心に年に数回開催しています。

豪華な建物と美しい品々に囲まれ、風にさざめ

く竹葉の音を聞きながら、日常の喧噪を忘れ、静

かで美しい時間が得られますので、是非足をお運

びください。

★所在地・・〒329-1312 塩谷郡氏家町桜野1365

                TEL  028-682-3125

★交　通・・ＪＲ氏家駅よりタクシーで３分

　　　　　　若しくは徒歩２０分

　　　　　　東北自動車・宇都宮インターより車

　　　　　　で２０分

★備　考・・開館が不定期なため必ず問い合わせ

　　　　　　下さい。

木 もれ び

※表紙写真撮影・・・如月　萌氏

※写真協力・・・・・鐵竹堂滝澤記念館

　　　　　　　　　　ミュージアム氏家
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栃木県行政書士会員の動き
（平成 16 年 8 月 31 日現在）【退　会】

支 部 氏 名 退会年月日 備 考 支 部 氏 名 退会年月日 備 考

塩 那 高 梨 恵 元 H 1 6 . 8 .  4 廃 業 栃 木 石 川 信 雄 H 1 6 . 8 . 1 0 廃 業

お　知　ら　せ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

編

集

後

記

　今年は、熱帯夜が続く毎日でした、そ
の上台風もあたり年でしたがようやく秋
めいて参りましたが、まだ残暑厳しい昨
今です。日々健康に留意して、月々の定
例編集会議をこなしながら、広報部の企
画する「地球のステージ」の準備を進め
ています。成功を納められるよう広報部
一同念願しております。結果は神様だけ
が知っていることですが、人事を尽くし
て天命を待つ心境です。
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-0046

栃木県行政書士会
宇都宮市西一の沢町１番 22 号
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
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定　価　　250 円
印刷所　　有限会社　高久印刷
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【変　更】
支 部 氏 名 会員番号 変 更 新 事 務 所 ・ 住 所 電 話

宇 都 宮 岩 上 正 明 1 8 2 8 （事） 河内郡上三川町しらさぎ 1-37-6

          コーポフューチャー 106

0285-56-8866

FAX  56-0877

　栃木県行政書士会広報部では、今年度の事業として、

上記のミニイベントを開催致します。入場は無料となっ

ておりますので、皆様お誘い合わせの上ご来場下さい

ますようお願い申し上げます。

２００５年版行政書士手帳の受注について

　・表紙・・・ビニールシート　黒

　・内容・・・（分冊方式・差込式）

　　　　　　　ダイアリー編（月間計画表・日記・各種資料）

　　　　　　　　法規編（行政書士法・その他関係法令）

　　　　　　　　アドレス編

　・価格・・・７５０円

※お申し込みは、電話又はＦＡＸにて事務局までご連絡

ください。締切１６年９月２７日（月）

　ＴＥＬ０２８－６３５－１４１１　ＦＡＸ６３５－１４１０

　広報部からのお願い
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