行政書士と電子申請
栃木県行政書士会 ＩＣＴ特別委員会委員長 田渕 徹
パソコンが行政書士業務の道具として利用されるようになってか
ら暫くたちます。
インターネットが、このパソコンを欠くことのできない事務機器に
押し上げました。
さらに、ｅ‐Ｊａｐａｎ構想により、地方でもブロードバンド（高
速インターネット）の環境が整い、電子申請の導入が積極的に行わ
れるようになりました。
電子政府・電子自治体構想で、
「役所に行かなくても２４時間３６
５日いつでも多様な情報の入手や各種行政手続が容易・迅速にでき
ることになり、国民や企業の利便性が大幅に向上します。
」とその効
果を宣言しています。
しかし、現実は国民や企業が電子申請を利用する割合はまだまだ低いままです。
この低利用率の原因のひとつが、多くの電子申請に代理申請が実装されていないことにあります。
また、せっかく代理申請が実装されていても、電子申請での印鑑証明書に相当する電子証明書（日
本商工会議所が発行する行政書士用タイプ１−Ｇ）が利用できないものがあるなど、電子申請に不
慣れな申請人に代わる代理人制度の活用が不十分です。
参考 現在、電子証明書（行政書士用タイプ１−Ｇ）の利用できる主な電子代理申請
国土交通省 オンライン申請システム、特殊車両通行許可申請
総務省
電子申請・届出システム、電子入札・開札システム
電子公証
電子定款他
都道府県
栃木県は未対応（関東では群馬県・埼玉県などが対応）
市町村
栃木県は未対応
その他のインターネットによる申請例
電子内容証明・登記事項証明書請求・自動車希望ナンバーなど
実は、栃木県の自治体電算化は全国的に見て先行していました。しかし、電子申請と代理申請は、
他の自治体に比較して遅れているのが実情です。これにはそれなりの理由があるようですが、早晩
電子申請の拡大と代理申請の実装が行われることになるでしょう。
栃木県行政書士会では自治体に対し、遅れている分、他の先進事例を参考にして、より使いやす
い電子申請・代理申請を構築するよう要望しています。
また、電子申請は、申請者や行政書士にとって便利になるメリットがある反面、つぎのような行
政書士にとって、厳しい現実も起こってきます。
・今後の電子申請システムの改善により、申請人が、自分自身で簡単に申請できる。
・電子代理申請の場合、行政書士の報酬が安くなる傾向がある。
・受託する範囲が広域になり、新しい競争が起こる。等々
本格的に行政書士が電子代理申請に対応するのは、これから
とも言えますが、間違いなく近い将来その時が来ます。ＩＣＴ
特別委員会では、電子申請到来時の強い行政書士を目指して、
今年度は電子申請関連研修と会員への情報提供を行う予定です。
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栃木県行政書士会
第２回理事会・幹事会 開催
６月９日、第２回栃木県行政書士会理事会が書士
会会議室で開催された。
開会挨拶の後、会長挨拶で先に小山市で開かれた
１８年度総会について報告があり次いで会長が議長
になり、第１号議案の１８年度事業の具体的推進に
ついて提案され，各部の協議後、事業案が報告、審
議の結果承認された。
なお、総務部の理事欠員の補充（宇都宮支部、石
川圭一理事）と本年度から時代の要請でＡＤＲ特別
委員会（松岡秀彦委員長が選任）が新しく設けられ、
活動することになった。対象業務の調査・情報の収
集が主な仕事になるとの報告があった。
第２号議案は日行連総会出席者の人選発表（会
長、副会長４人）と本県からの提出議案の提案がな
された。特別な意見は出なかったが、日本行政書士
会連合会統一用紙（職務上請求書）が期限年度切替
えについて、省資源化の時代にそぐわないのではな
いかとの意見があった。この件に関しては理事会等
で善処方の申し入れを行うことで了承された。その
他住吉和夫会員の旭日中綬章、岸宏会員の黄綬褒章
祝賀会開催について報告があり、理事会は予定通り
終了した。

鯉沼議連会長

山ノ井議連幹事

引き続いて、第２回日政連栃木会幹事会が開催さ
れ、栃木県行政書士議員連盟の鯉沼義則会長と山ノ
井一男幹事の挨拶が有り、平成１８年度運動計画の
推進について報告と執行計画案が提案され了承され
た。
議員連盟会長は現在県の総務企画委員長として
活躍されており、挨拶の中で時代の流れに沿って出
前行政サービスの迅速化と市町村に移譲出来るもの
は適切に行う旨を述べられた。
また、電子申請については行政書士との係わりが
あり十分研究したいと述べられ、意見交換があり、
幹事会も無事終了した。
（広報部）

ＡＤＲ特別委員会が誕生しました
昨年１０月、日行連よりＡＤＲへの取組方針
が示され、栃木会にもＡＤＲ特別委員会が新設
されました。
先日、第 1 回目の委員会が開かれ、今年度の
活動計画を立案し、第１歩を踏み出しました。
【平成１８年度の活動計画】
□指定単位会(*)からの資料・情報収集
*日行連が定めた各地協のリーダーとしてＡＤＲに
取り組む単位会を指す

ＡＤＲ特別委員会
前列左より 松岡委員長、前澤担当副会長、
後列左より 田沼専門部員、毛塚副委員長、田渕理事

−3−

□業務分野の検討
□組織化のための骨子案の作成
□ＡＤＲ実施要領（起案）の作成

日本行政書士会連合会定時総会に出席して
係に対する日行連の考えについてでした。いずれも
再質問後の答弁で賛成多数可決承認されました。
第３号議案、第４号議案も一括上程されました。
この議案に対しては質問が８０件もあり、ＡＤＲへ
の対応については数多くの質問がありました。
ＡＤＲ機関設立について各単位会に任せないで
日行連のリーダシップにより機関統一的指針を作っ
てほしいとの要望が出されていました。その他、日
本司法支援センターに関すること、ワンストップサ
ービスへの対応等の質問がありましたが、賛成多数
により可決されました。
６月２２日（木）
、２３日（金）にかけて、長崎
県佐世保のハウステンボスで、日本行政書士会連合
会の平成１８年度定時総会が開催されました。
例年通り、総会に先立ち午前１０時から総務大臣
表彰・日本行政書士会連合会会長表彰状授与式が行
われ、当会では連合会長表彰として岸宏氏のほか８
名の会員が受賞されました。
定時総会は午前１０時４５分より開催され、宮内
一三会長の挨拶の後、地元長崎県の落合会長の歓迎
の挨拶があり、
議長、
副議長の選任が行われました。
議長には宮崎会の手塚利憲代議員、副議長には大分
会の堀康代代議員が選出され、議案審議に入りまし
た。
議案は下記の通りです。
第１号議案 平成１７年度事業報告
第２号議案 平成１７年度決算報告
・決算報告書
・監査報告書
第３号議案 平成１８年度事業計画（案）
第４号議案 平成１８年度予算（案）
・平成１８年度予算書（案）
第５号議案 日本行政書士会連合会
会則の一部改正（案）
第６号議案 行政書士倫理の遵守宣言の採択

第５号議案は、日本行政書士会連合会会則の一部
改正（案）で日行連の役員の在任年齢に一定の制限
を加える、登録免許税の課税の範囲に行政書士の登
録が含まれたことに伴う登録免許税を納めること、
登録の抹消の留保に関する規定の新設、職務上請求
書の適正な使用に関する規則の設置に係る根拠規定
の新設、そして研修所の設置に関する規定の新設等
の会則改正が上程されました。千葉会から、役員の
在任年齢についての会則改正を削除との緊急動議が
提出されましたが否決され、原案通り可決承認され
ました。
第６号議案は行政書士業務に対する責任明確化、
社会的責任を考え、行政書士倫理の遵守宣言採択が
上程され、賛成多数で可決承認されました。
２２日から始まった定時総会は、提出議案すべて
原案通り承認され、２３日午前９時３０分閉会され
ました。
（副会長 宮嶋幸雄）

第１号議案、第２号議案は一括上程され、監事の
監査報告のあと、事前に提出された質問書に沿って
執行部より答弁が行われました。今回の答弁・再質
問時間は議事運営委員会の決議により持ち時間は１
分間とされてしまったので、答弁の間も度々呼びリ
ンが鳴り耳障りでした。質問の中で多かったのは、
職務上請求書の依頼名の記載と行政書士会第１２条
の守秘義務違反についてと定款作成と他士業との関
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今年度の会場となった 長崎県ハウステンボス

２００６．６
日／曜日
１日
木
５日
月
６日
火
９日

金

内
容
叙勲・黄綬褒章祝賀会打合せ
小山市役所訪問
基礎研修会打ち合わせ
会員管理システム打合せ
正副会長会

12 日

月

第２回理事会・幹事会
編集会議
叙勲・黄綬褒章祝賀会打合せ

13 日
14 日

火
水

15 日

木

16 日
22 日
23 日
27 日
28 日

金
木
金
火
水

29 日

木

宇都宮資産税務研究会総会
研修会の開催の準備
会員管理システム打合せ
軽自動車協会懇談会
遺言･相続･遺産分割ＤＶＤ研修会
日行連定期総会・日政連定期大会
入管実務者懇談会
例規集発行に伴う内容検討
著作権研修会の資料精査と打合せ
会員管理システム打合せ
サーバー管理
ＡＤＲ特別委員会
サーバー管理

出
席
者
会長 宮嶋副会長 小林幸雄会員
会長 石渡市議会議員 市村支部長
前澤副会長 江連理事
会長 前澤副会長 宮嶋副会長 岡井部長
会長 秋田副会長 前澤副会長 堀越副会長 宮
嶋副会長
新井部長 清水副部長 山本理事 大石理事
田代理事
住吉顧問 岸相談役 会長 秋田副会長
前澤副会長 堀越副会長 宮嶋副会長
岡井部長 渡辺眞会員 小林幸雄会員
会長
風間部長 江藤理事 渡辺専門部員
会長 前澤副会長 宮嶋副会長 岡井部長
会長 岡井部長
前澤副会長 風間部長 江藤理事 渡辺専門部員
風間部長 江藤理事 渡辺専門部員
会長 秋田副会長 前澤副会長 堀越副会長
宮嶋副会長
岸相談役 風間部長 渡辺専門部員
岡井部長 木下副部長
風間部長 渡辺専門部員 井上会員
前澤副会長 宮嶋副会長 岡井部長
田代理事
松岡委員長 毛塚副委員長 田渕理事
田沼専門部員
田代理事

① 小山市役所訪問
５日 ＰＭ１２：３０〜１：００

№頁
−
①
②
③
−
P.3
④
−

−
⑤
⑥
⑦
⑧
−
P.4
−
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑫

④ 編集会議
１１日 ＰＭ１：３０〜４：００
【内容】
1.「行政とちぎ６月号」の編集・校正
2.パンフレットの作成について
3.カレンダー作成について
4.その他

【内容】
1.総会のお礼
2.農業委員会へのあいさつ

② 基礎研修会打合せ
６日 ＰＭ１：３０〜３：００
【内容】
1.カリキュラムの検討

【決定・検討事項】
2.２色刷りとフルカラーの場合の見積り
を取って対応
3.総会時のアンケートで寄せられた意見
を参考にする→卓上カレンダー等のア
イディアについては今後のために価格
等の資料化をしておく
4.文章の基礎表記について確認
・カッコの順 〔
（＜＞）
〕
・数字の順
１、(1)、①

③ 会員管理システム打ち合わせ
６日 ＰＭ２：３０〜５：３０
【内容】
仕様検討
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⑤ 研修会開催の準備
１４日 ＰＭ２：００〜４：００

⑨ 例規集発行に伴う内容検討
２８日 ＰＭ１：３０〜３：３０

【内容】
相続ＤＶＤ研修会の開催の準備
・会場設営
・実施要領の打合せ

【内容】
平成１６年９月１７日差し替え以降の
内容について検討

⑩著作権研修会の資料精査と打合せ
２８日 ＰＭ１：００〜５：００

⑥ 会員管理システム打ち合わせ
１４日 ＰＭ３：００〜５：３０

【内容】
９月に実施する著作権ビデオ研修の資料
の精査

【内容】
仕様検討（会員登録・会員名簿）

【決定・検討事項】
1.参加者募集の内容について
2.実施の為のコーディネートについて

⑦ 軽自動車協会懇親会
１５日 ＰＭ５：００〜８：００
【内容】
1.軽自動車の現状（車庫証明）および
今後の対応
2.広告については、県警との再協議を
行い実施するかを判断する。

⑪ 会員管理システム打ち合わせ
２８日 ＰＭ３：００〜７：００
【内容】
1.前回からの変更点の確認
2.仕様検討（月次処理・出力処理）

⑧ 遺言･相続･遺産分割ＤＶＤ研修会
１５日〜１６日 終日
⑫ サーバ管理
２８日〜２９日
【内容】
ホームページ掲示板ソフトの入替作業

⑬ ＡＤＲ特別委員会
２９日 ＡＭ１０：００〜ＰＭ１２：００
【内容】
1.資料収集
2.現地調査
3.業務を行う分野
4.組織化
5.ＡＤＲ実施要領（起案）

■１日目
1.遺言相談への対応
2.遺言書の作成
3.相続の開始、相続人
4.未成年者である相続人、放棄等
5.指定相続分、法定相続分
6.法定相続分の割合、相続分の修正等
■２日目
1.相続対象財産
2.遺産分割
3.遺留分、遺言執行
4.相続税の基礎知識
5.相続による名義変更

【決定・検討事項】
1.指定単位会より収集
2.埼玉会、神奈川会（８〜９月予定）
3.日行連で検討している分野の範囲内。
分野の特化については、今後検討。
4.骨子案の作成
5.収集した資料をもとに作成する。
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「こんな文書が届いています」のコーナーです。
詳細につきましては、事務局保管の文書または会員ホームページ等でご確認下さい。

文 書 タ イ ト ル

受信日

発信元

■申請取次業務における手続の遵守徹底について

06/06/10

日行連

■認定市道における道路の占有許可の手続き及び地籍調査事業等に
より設置された基準点の保全について

06/06/14

宇都宮市建設部

■電子証明書申込受付Ｗｅｂサイト停止のお知らせ

06/06/16

日行連

■経営事項審査の虚偽申請防止対策について

06/06/20

日行連

■「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律の実施に関す
るガイドライン」の公表について

05/06/20

日行連

■当局栃木支局における不動産登記及び商業・法人登記のオンライ
ン化について

05/06/22

日行連

■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
準の一部改正について

06/06/30

栃木県生活環境
部

■平成１９・２０年度の競争参加資格審査申請について

06/07/04

日行連

■地籍調査の実施地区における土地の表示の異動に伴う登記申請等
の市経由について

06/07/05

宇都宮市建設部

■｢建設業施行規則の一部を改正する省令｣の公布及び施行について

06/07/07

日行連

宇都宮地方法務局栃木支局のオンライン化
オンラインを利用することにより、窓口に出向くことなく、自宅やオフィスなどからインターネ
ットによる申請が可能となり、指定を受けた登記所であれば、オンラインによる登記申請ができま
す。県内の登記所では宇都宮地方法務局登記部門（管轄している市町は、宇都宮市・さくら市・河
内郡河内町・河内郡上河内町・河内郡上三川町・塩谷郡高根沢町）、黒磯出張所（管轄している市
町は、那須塩原市（不動産については大田原支局の管轄に属する地域を除く）・那須郡那須町）、
栃木支局（管轄している市町は、栃木市・上都賀郡西方町・下都賀郡大平町・下都賀郡都賀町・下
都賀郡岩舟町・下都賀郡藤岡町・下都賀郡壬生町）が、受付可能な登記所となります。
なお、書面による申請も、従来どおり受け付けています。
＊オンライン申請の指定を受けた登記所の一覧は、法務省ホームページで確認できます。
【宇都宮地方法務局栃木支局のオンライン化】
宇都宮地方法務局栃木支局では、不動産登記及び商業・法人登記の申請について、平成１８年８
月２１日（月）からオンライン申請の受付を開始します。
これにより、従来どおり登記所に提出する登記申請のほか、インターネットを利用して登記を申
請することが可能となります。
また、登記事項証明書及び印鑑証明書の請求もインターネットを利用して行うことが可能です。
なお、詳しい申請手続きは、下記のホームページをご確認いただくか、宇都宮地方法務局栃木支
局までお問い合わせ下さい。
○法務省オンライン申請システムのページ
http://shinsei.moj.go.jp/
宇都宮地方法務局栃木支局
○証明書オンライン請求のページ
ＴＥＬ：０２８２−２２−１０６８
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji71.html
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平成 19・20 年度
国土交通省に係る競争参加資格審査について
日行連から平成１９・２０年度の競争参加資格審査申請についての通知がありました。
ここでは、
そのうち「
（資料１）平成１９･２０年度 国土交通省に係る競争参加資格審査について」を掲載いた
します。他の資料は事務局または会員ホームページにあります。
（資料１）
平成１９･２０年度 国土交通省に係る競争参加資格審査について
（建設工事、測量・建設コンサルタント等業務）
平成１９･２０年度を有効とする国土交通省大臣官房会計課、各運輸局、気象庁、各航空局、海上
保安庁、高等海難審判庁及び国土技術政策総合研究所（横須賀庁舎）（以下官房会計課等）、国土
交通省地方整備局（「道路・河川・官庁営繕・公園関係」及び「港湾空港関係」）、国土交通省大
臣官房官庁営繕部及び国土技術政策総合研究所（横須賀庁舎を除く。）（以下国土交通省地方整備
局等）、国土交通省北海道開発局の定期の競争参加資格審査（建設工事、測量・建設コンサルタン
ト等業務）については、次の通り実施いたします。
１．受付方法及び受付期間
（１）インターネット方式（建設工事及び、測量・建設コンサルタント等業務）
平成18年11月１日（水）〜平成18年11月30日（木）
①パスワード申請受付期間
②入力プログラムダウンロード期間 平成18年11月１日（水）〜平成19年１月15日（月）
平成18年12月１日（金）〜平成19年１月15日（月）
③申請用データ受付期間
※上記インターネット方式の受付期間のうち、土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始（１２
月２９日（金）〜１月３日（水）の終日）及び平日の１７:００〜９:００の間は、シス
テムを運休しておりますので、注意してください。また、インターネット方式を利用す
る際のＵＲＬについては、詳細な機器仕様と併せて平成１８年１０月初旬に別途記者発
表いたします。
※インターネット一元受付のヘルプデスクは、上記②の期間中のみ開設します。前回まで
のヘルプデスクは既に閉鎖しており、電話番号・ＦＡＸ番号も変わる予定です。前回ま
でのヘルプデスクの電話番号・ＦＡＸ番号は第三者が使用している可能性がありますの
で、電話をかけないようお願いします。ヘルプデスクの電話番号・ＦＡＸ番号は決定次
第お知らせいたします。
（２）文書郵送方式 平成18年12月１日（金）〜平成19年１月15日（月）（※ 当日消印有効）
（３）文書持参方式 平成18年12月１日（金）〜平成19年１月31日（水）のうち
各地方整備局長等が定めた期間
２．相互受付の実施について（国土交通省地方整備局等に限る。）
建設工事における定期受付については、申請者の方の負担を減らすべく、平成１５･１６年度定
期受付より地方整備局の「道路・河川・官庁営繕・公園関係」（旧建設省所掌）と「港湾空港関
係」（旧運輸省所掌）の受付を各地方整備局等で一元的に受け付けております。
建設工事、測量・建設コンサルタント等業務の文書持参方式の受付場所、受付期間は、平成１
８年１０月初旬に各地方整備局において発表いたします。
３．申請書等様式
建設工事の競争参加資格に係る申請書等の様式の改定を実施いたします。詳細については、申
請書及び申請書作成の手引きのホームページからのダウンロードによる入手方法等を含めて平成
１８年１０月初旬に別途記者発表致します。
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４．建設工事の競争参加資格に必要となる経営事項審査
（１）資格審査の対象となる経営事項審査
定期受付の場合には、経営事項審査は、申請をする日の直前に受けたものであって、かつ、定
期受付の申請書類の提出期間の終了日の１年７月前までの間の決算日を審査基準日とするもの
でなければならないこととしています。具体的には、平成１９･２０年度定期受付の場合には申
請をする日の直前に受けたものであって、かつ、平成１７年６月３０日以降を審査基準日とする
ものとなります。（平成１７年６月３０日以降を審査基準日とする経営事項審査の総合評定値通
知書が複数ある場合は、そのうち最新のものでなければなりません。）
さらに平成１９・２０年度の資格審査にあたっては、建設業者が（２）の再審査よる場合も含
め、平成１８年５月１日付けで改正された基準（以下「改正後の基準」という。）による経営事
項審査の総合評定値通知を受けていることが必須要件となりますのでご注意下さい。
※インターネット方式による申請の場合
・総合評定値通知書の写しの提出は不要。
・再審査による場合を含め、改正後の基準による経営事項審査の総合評定値通知を受けていな
い場合には、申請データを送信してもエラーとなり受け付けられません。
※郵送・持参方式による申請の場合
・再審査による場合を含め、改正後の基準による経営事項審査の総合評定値通知書の写しの提
出が必要。
（２）経営事項審査の審査基準の改正に伴う再審査
改正前の基準で経営事項審査の総合評定値通知を受けているものは、再審査を受けることが出
来ます。この場合、大臣許可業者については、通常の経営事項審査の場合と同様、その主たる営
業所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行うことになります。
また、経営状況分析については、今回の改正の対象外となっているため、改めて経営状況分析
機関へ申請する必要はありません。
なお、再審査による手数料は無料です。
再審査の申立期間：平成１８年５月１日（月）〜平成１８年８年２８日（月）

日本商工会議所 電子証明書申込受付Ｗｅｂサイト停止のお知らせ
電子証明書発行システムをバージョンアップすることとなりました。新電子証明書発行システ
ムは平成１８年８月２８日（月）稼動予定です。
そのシステム移行のために、電子証明書の申込受付Ｗｅｂサイトを下記の期間停止します。
つきましては、停止期間中に電子証明書の有効期間が満了となる利用者におかれましては、お
早めにお申し込みくださいますようお願いいたします。
停止期間（予定） 平成１８年８月７日（月）〜平成１８年８月２７日（日）
最新情報はホームページでご確認下さい。http://ca.jcci.or.jp/
※停止期間中でも、通常通り電子証明書申請書類を受け付けます。
※新システム稼働日以降のお申し込みには、日行連が発行する「登録事項証明書」が
新たに必要になります。

【お問い合わせ先】日本商工会議所 ビジネス認証局
ＴＥＬ：０３−３２８３−７９４４（平成１８年８月１８日まで）
０３−５２９５−７６７６（平成１８年８月２１日より）

−9−

経営事項審査の虚偽申請防止対策について
日行連から当会会長宛に、下記の通知の写しが送付されましたので、掲載します。
平成１８年６月２０日
事
務
連
絡
各地方整備局建設業担当官
各都道府県建設業担当官 あて
国土交通省総合政策局建設業課
経営事項審査の虚偽申請防止対策について
経営事項審査の虚偽申請は、公共工事の適正な発注に支障が生じるのみならず、虚偽に基づいた
情報が公開されることにより一般消費者にも被害を及ぼしかねないものであり、厳正に対処する必
要がある。
また、財務諸表の内容は、建設業者にとって自社の経営状況を把握し的確な経営判断を行うため
の基礎となるものであり、適正な財務諸表の作成は建設業者の健全な発展を促すうえでも必要不可
欠なことである。
かかる認識を踏まえ、今般、虚偽申請の当面の防止対策について、下記の通り取りまとめたので、
遺漏の無いよう措置されたい。
記
１．登録経営状況分析機関における疑義チェックの抽出基準と確認方法の見直し
従来から、登録経営状況分析機関（以下、登録機関という。）においては、経営状況分析の
審査の際に疑義チェックとして、財務諸表の各勘定科目に論理的矛盾や統計的異常値が見られ
る業者をシステムで抽出し、確認書類の追加徴求等による重点審査を行ってきたが、今般、疑
義チェックの抽出基準及び確認方法を、より虚偽の発見に効果の高いものに改正する。疑義チ
ェックの抽出基準及び確認方法の詳細は非開示（登録機関の守秘義務の対象）とするが、抽出
基準の概要は以下の通りである。
（１）経常収支比率チェック
前期、当期の経常収支比率がいずれも１００％未満、かつ当期経常利益がゼロ以上で
ある建設業者。
（２）総資本回転率経年チェック
総資本回転率の経年変化が異常に大きい建設業者。
（３）未成工事支出金月商倍率
未成工事支出金が月商に比して異常に多い建設業者。
（４）特別損失チェック
特別損失が売上高に比して異常に多い建設業者。
（５）各勘定科目チェック
各勘定科目の金額が総資産の金額に比して異常に多い建設業者。
等。
なお、従来は全ての建設業者に対し疑義チェックを行ってきたが、効率的な審査を行うとと
もに零細業者への過度な負担を回避する観点から、以下に該当する建設業者については、疑義
チェックの全部または一部について対象外とする。
○ 有価証券報告書提出会社、会計監査人設置会社又は会計参与設置会社
○ 売上高が一定額以下の建設業者
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２．審査行政庁による事後検査の強化
（１）疑義業者情報の還元
国土交通省が年１回を目処に登録機関に対して行っている立入検査の際に、疑義チェッ
ク基準に該当したものの確認書類と突合し不整合が無かった申請について、 一定数を抽
出したうえで内容の精査を行い、追加的な審査が必要と考えられる業者（以下、疑義業者
という。）の情報を、国土交通省から各審査行政庁に還元する。
例えば、上記１（３）の未成工事支出金月商倍率基準に該当した業者で、税務申告書等
との突合では不整合は無いものの、同一の工事について毎期同額の未成工事支出金が計上
されているような業者は、本来工事原価に振り替えるべきものを未成工事支出金に計上し
続けている疑いがあることから、疑義業者と見なされる可能性がある。
（２）事後検査の実施
審査行政庁においては、従来より外部からの情報等に基づいて事後の検査を行ってきた
ところであるが、上記（１）により還元された疑義業者についても、事後検査として、立
入・呼出等の手段により売上元帳、工事原価台帳、預金通帳等を確認し、内容が真正であ
ったか否かを確認する。疑義業者の情報は財務諸表の内容に着目して抽出されるが、財務
諸表と完成工事高等については密接な関係があることから、事後検査にあたっては、完成
工事高、技術者数等の経営規模等評価の項目についても検査する。
検査により虚偽が発見されれば、審査行政庁は厳格に監督処分を行うとともに、悪質な
事例については刑事告発も行う。
（３）事例の共有
事後検査の結果については審査行改庁から国土交通省に報告することとし、国土交通省
において事例を蓄積するとともに定期的に各審査行政庁に内容を還元し、各審査行政庁で
ノウハウの共有、向上を図る。
また、処分事例について一般にも公開し、建設業者が適正に経営事項審査の申請を行う
ための参考として活用できるようにする。

「建設業法施行規則の一部を改正する省令」の公布及び施行について

平成１８年７月７日
各 単 位 会 長 様
日本行政書士会連合会
事務局 業務課
「建設業法施行規則の一部を改正する省令」の公布及び施行について
記
平成１８年７月７日付けにて、
「建設業法施行規則の一部を改正する省令」
（国土交通省第七十
六号）が公布、施行されました。
つきましては、別添の官報（号外第１５８号）をご参照願います。
あわせて、関連の告示も公布されておりますので、ご案内申し上げます。

官報（抜粋）については、事務局またはホームページにあります。
また、主な改正点については、
「行政とちぎ５月号」
「行政とちぎ６月号」に掲載しております
ので、ご参照ください。
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認定市道における道路の占用許可の手続き 及び
地籍調査事業等により設置された基準点の保全について（宇都宮市）
宮 土 第 １ ８ ９ 号
平成１８年６月１４日
栃木県行政書士会
会長 浅 野 吉 知 様

宇都宮市長 佐藤栄一
（建築部土木管理課扱い）

認定市道における道路の占用許可の手続き及び
地籍調査事業等により設置された基準点の保全について（お知らせ）
認定市道における上下水道・ガス・電気等の占用工事につきましては、工事中のトラブル防止
のため、占用者によっては底地の所有者の同意を得ているケースがありましたが、平成１８年３
月より底地の所有者の同意を得ることなく道路法３２条に基づく道路管理者の占用許可をもって
工事が可能となりましたので、お知らせ致します。
なお、私道については、従来どおり、底地の所有者の同意が必要となります。
また、本市におきましては、別添のとおり、地籍調査事業（宇都宮市が実施）や都市再生街区
基本調査（国土交通省が実施）により、認定市道に測量のための基準点（杭やピンなど）を設置
しております。
つきましては、占用工事の実施にあたり、基準点（杭やピンなど）が支障となる場合には、事
前協議が必要となりますので、下記までお問い合わせください。
土木管理課管理グループ 担当：加藤、野澤
ＴＥＬ：０２８−６３２−２５１４

産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）収集運搬業許可に係る
審査基準の一部改正について
環整第１１５‐３号
平成１８年６月３０日
栃木県行政書士会会長様
栃木県生活環境部環境局
環境整備課長 中 路 人 高
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の一部改正について
廃棄物行政の推進につきましては、日ごろから御支援、御協力いただき、ありがとうござい
ます。
さて、平成１８年３月３１日付け環廃産発第０６０３３１００１号環境省大臣官房廃棄物・
リサイクル対策部産業廃棄物課長通知に基づき、産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）収集運搬
業の許可申請に係る申請書様式の変更を行い、別添のとおり標記審査基準を改正し、平成１８
年７月１日から適用することとしましたのでお知らせします。
栃木県生活環境部環境局
環境整備課廃棄物対策室 担当：栗田
ＴＥＬ：０２８-６２３−３１５４

次ページに変更内容の概要を掲載します。詳細資料は事務局またはホームページにあります。
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変更内容(概要)
１ 主な変更点
（１）申請書の様式変更
①車両一覧及び容器一覧
（新）車両一覧及び容器一覧が「事業計画の概要（別紙１）
」に追加
（旧）別に添付(別紙５、別紙７)→削除
②車両の写真
（新）真正面・側面から撮影
（旧）斜め前方・斜め後方から撮影→撮影方向を変更
③車両への名称等表示の写真
（新）側面の写真で確認する。(必要に応じて別途定める)
（旧）別紙添付→削除
（２）審査基準の変更
車両写真撮影方向及び車両への名称等表示の写真にかかる変更により、
次のとおり変更する。
（新）(4) 駐車場、車輌等の写真については、申請日前３月以内に撮影されたものとしてくだ
さい。
（ナンバープレート及び社名等の表示が明確に確認できるもので、インスタント
カメラでないものに限ります。
）
駐車場については全景を写したもの、
車輛については
「７審査にあたっての基準
（２）
事業の用に供する施設の基準③ロ」を審査するため、前面、側面から車両を撮影し、
ナンバープレート並びに法第１４条第１２項で規定する産業廃棄物処理基準（以下「産
業廃棄物処理基準」という。
）に基づく、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬
車である旨、氏名又は名称及び許可番号（下６けた）の表示(以下「社名等の表示」と
いう)を確認できるものとしてください。（側面の写真で、社名等の表示の内容が十分
に確認できない場合は、別途、表示部分を撮影した写真を添付してください。
）
また、写真の添付に当たり許可番号のない申請者については、許可番号を除いた表
示の内容又は許可取得後の表示状況（予定する社名等の表示場所、表示内容）が確認
できる写真としてください。
（旧）(4) 駐車場、車輌等の写真については、申請日前３月以内に撮影されたものとしてくだ
さい。
（ナンバープレート及び社名等の表示が明確に確認できるもので、インスタント
カメラでないものに限ります。
）
駐車場については全景を写したもの、
車輛については
「７審査にあたっての基準
（２）
事業の用に供する施設の基準③ロ」を審査するため、斜め前方、斜め後方から車輛の
前後左右４方向が確認できるよう撮影したもの及び法第１４条第１２項で規定する産
業廃棄物処理基準（以下「産業廃棄物処理基準」という。
）に基づく、産業廃棄物の収
集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び許可番号（下６けた）の
表示（以下「社名等の表示」という。
）を確認できるよう撮影したものとしてください。
（社名等の表示の写真については、斜め前方及び後方の写真で表示内容が十分確認で
きる場合は省略できます。
）
また、社名等の表示の写真の添付に当たり許可番号のない申請者については、許可
番号を除いた表示の写真又は許可取得後の表示状況（予定する社名等の表示場所、表
示内容）が確認できる写真を添付してください。
２ 経過措置
平成１８年９月３０日までは、従前の様式による申請も受け付ける。
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電子申請事例研修会「登記事項証明書の送付請求」のお知らせ
○日
時
○場
所
○受 講 料
○主
催
○講
師

平成１８年８月９日（水） １４：００〜１６：３０
栃木県行政書士会館
５００円
ＩＣＴ特別委員会
白 澤
茂

○研修項目

登記事項証明書の送付請求

○内

インターネットを使って、登記事項証明書を請求してみよう！

容

○申込方法 下記の申込用紙にご記入の上、事務局宛にＦＡＸ（028-635-1410）してください。
○締め切り 平成１８年７月２８日（金）

電子申請事例研修会（8/9）受講申込書
平成１８年

支

部

氏

月

日

名

国際業務研修会のお知らせ
○日
時
○場
所
○受 講 料
○主
催
○講
師
○研修項目
○内
容

平成１８年８月２５日（金） １３：３０〜１５：３０
栃木県行政書士会館
５００円
業務研修部
押 野
佑
入管実務基礎
・在留資格認定
・在留資格更新
等の申請（添付書類含む）
・在留資格変更
・再入国許可

○申込方法 下記の申込用紙にご記入の上、事務局宛にＦＡＸ（028-635-1410）してください。
○締め切り 平成１８年８月１８日（金）

国際業務研修会（8/25）受講申込書
平成１８年

支

部

氏
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名

月

日

支 局 情 報
【佐 野】

【宇都宮】

佐野支部定時総会

資産税税務研究会総会・研修会開催

自民党衆議院議員 茂木としみつ先生を囲んで

５月１３日（土曜日）午前１０時３０分より同
１１時３０分まで佐野市堀米町「ハーモネストス
クエアー」２Ｆ会議室で開催した。会員５８名の
ところ、出席会員２１名 委任状出席２３名で適
法に成立した。
来賓として衆議院議員 自民党 茂木としみつ
先生、県行政書士会から秋田副会長、佐野市市議
会議員で支部会員である金子会員が出席し、それ
ぞれ挨拶した。茂木先生からは行政書士について
ＡＤＲ含め、さまざまな見地より有意義な祝辞が
あり、秋田副会長よりは日本行政書士会の近況報
告、金子会員よりは、佐野市政の概略の話がなさ
れた。
総会の担当役員は、
政事連盟を含め、
司会者が、
松本会員、議長が江藤会員、事業経過報告同計画
案は河田会員、決算報告、同予算案は須永会員、
監査報告は感じを代表し、船田会員が担当した。
議案は審議の上、原案どおり承認可決され、新年
度にむけて出発した。総会終了後食事会を開催し
午後１時３０分散会した。
（支部長 高島俊夫）

６月１３日午前、今年度２回目の宇都宮支部理
事会・政連宇都宮支部幹事会が開催され、理事１
２人が出席した。
本年度の事業計画等が報告され、各事業に関す
る討議が行われた。また、会員の叙勲など慶事に
対応するため、慶弔見舞金規定の改訂が決議され
た。
午後からは場所を「コンセーレ」へ移し、理事
全員が第１０回宇都宮資産税税務研究会総会に出
席した。
総会には、来賓として川上宇都宮税務署長、な
らびに栃木県行政書士会・浅野会長が参列された。
川上署長からは、イータックスの普及に関して、
平成２２年までに現在の０．４％の利用率を５
０％まで拡大するという目標について興味あるお
話を伺った。
宅建協会の役員変更に伴い、有馬氏が研究会会
長を退任、内山俊一氏が新たに就任した。
（支局長 深見 史）

申請取次者のみなさん！ 申請取次者証の更新期限を確認していますか？
申請取次の更新には、
「実務研修会修了書」が必要です。
今年度、東京で開催される更新用の研修会は２回ですので、
該当する方はお忘れなく！
各研修会申込の詳細については、開催月の前月又は前々月
にお手元に届く「月間日本行政」をご確認ください。東京以
外の開催地については「月間日本行政」４月号をご覧下さい。
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入管実務研修会
（開催場所：
東京）
８／２４（木）
１２／１４（木）

自動車車庫証明申請センター運営協議会 定期総会開催

交 差 点

６月２４日、ＪＲ宇都宮駅前のチサンホテルに
おいて、自動車車庫証明申請センター運営協議会
の定期総会が開催されました。佐藤進一副会長の
司会のもと、野原純栃木センター長の開会の言葉
で始まり、物故会員への黙祷、渡辺真会長の挨拶
の後、諏訪利夫宇都宮市議会議長からご祝辞をい
ただきました。
議事は前年度事業報告・今年度事業計画等が滞
りなく承認可決され、下田康夫小山センター長が
閉会を宣し総会は終了しました。
この後、懇親会が開催され、普段なかなか会え
ない会員間の親睦を深め、和やかな時間を過ごし
た後、散会しました。
（広報部 田代昌宏）

支局かわら版

平成１８年春オープン！

道の駅みかも

−佐野支部―

広場
【イベント広場】
周囲にあずまやを配置し、休憩できます。
【調整池】
渡良瀬遊水地にある谷中湖を模したハート型
になっています。
今回は、平成１８年４月２１日にオープンした
県内１３番目の道の駅を紹介します。
「道の駅みかも」は東北自動車道佐野藤岡イン
ターを出て国道５０号を小山方面に約 1 キロ、県
営みかも山公園南入口のところにあります。
地域振興施設やドライバーが安心して休息でき
る施設を備えています。また、防災拠点としての
機能も有しています。

休憩施設
【駐車場】
大型車３９台、普通車８３台、
身障者３台（一部未着工）
【トイレ】
男性用１２器、女性用１２器、多目的用１器
【公衆電話】
１台

産地形成促進施設
地元を主体とした農産物や物産品、加工品を扱っ
ています。また、食事もできます。
【万葉の里】
（農産物直売所）
９:００〜１７:００（火曜定休）
【こならの里】
（物産館）
９:００〜２１:００
【かあさんの台所】
（農産物加工販売）
９:００〜１７:００（火曜定休）
【レストランしもつけ】
（食事処）
１０:００〜２１:００

情報交流施設
【大型ディスプレイ】
【情報端末機】

２台
１台

お問い合わせ先
栃木県下都賀郡藤岡町大字大田和６７８
道の駅みかも
ＴＥＬ ０２８２‐６２‐０９９０
（佐野支部理事 江藤正巳）
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六十路のドライブ
其の８ 早春の伊豆ドライブと河津櫻

豆急行は右に左に位置を変えて並行して走ってい
る。有名な熱川、稲取温泉を過ぎるとやっと今井浜
である。中心街を抜けて河津トンネル間際に今日の
宿今井浜リゾートホテルはあった。今日の走行距離
３２６キロのうち早川の西相バイバスからの海岸線
の距離は１１０キロ当初の気分はいつの間にか失せ
ていた。
時間が早いので、河津櫻を見に出掛ける。短いト
ンネルを抜けると其処はもう河津浜で浜の前の信号
を右折、伊豆急の踏切を越えると辻々に民間駐車場
この話は昨年２月の櫻シーズン本番前に先駆け の呼び込みが声を掛けてくる。少し大きめの駐車場
て咲く伊豆河津櫻の話であるので六十路とのお別れ に入れて、人々の後に続き少し歩くと、近年売り出
期になった。櫻に興味を持ったのは平成１５年車の し中の河津川の櫻堤である。片側に花より団子で花
中で聞いた全国櫻名所の話や新聞記事等々の特集記 見の雰囲気を盛り上げる露天商が軒を並べており、
事からである。以来、東京と北海道を除き北日本の 客は花見より団子の品定めに余念がない。見所は笹
櫻名所には足を運んだ。
原公園から荒会橋、伊豆急路線を挟んで館橋を過ぎ
残っていたのが河津の櫻で２月１５日伊豆半島周 た辺りであろうか。
回ドライブも兼ねて２泊３日の旅に出掛けた。例に
１９５５年（昭和３０）２月河津川沿いの雑草の
より、朝は弱く、９時５０分に家をでる。北関東自 中で芽吹いている櫻の苗木を町在中の飯田勝美氏が
動車道から東北道に、蓮田で小休止して、いつもは 見つけ現在地に植えたのが始まりで、１９６６年に
川口東から首都高に入るのだが、今日は外還道路の 開花が見られようになり、この櫻を増殖して近年の
美女木から高速５号線で、池袋、竹橋ＪＣＴから（Ｃ 名所になったと言われる。（町の看板から）後にこ
１）に入り、高速３号線で東京料金所を出たのが１ の櫻が新種と分かり、昭和５０年４月に河津生まれ
２時３０分で、大和トンネルに１２時４０分まずま であることから河津櫻と命名された。オオシマ櫻と
ずの時間である。
カンヒカンサクラによる自然交配種と推定されてい
海老名ＳＡで小休止、厚木から小田原、厚木自動 る。２月上旬から３月上旬まで約１ヶ月にわたって
車道に入ると車は少なく小丘陵を駆け抜け海浜部の 咲き、花が大きくピンク色が艶やかある。現在は未
平野を快適に走る。弁天山トンネルを抜けると小田 だ大木は見られない。
原である。小田原西ＩＣから早川ＩＣを経て西相バ
東伊豆温泉郷にとっても自然の海浜と近在の河津
イバスに入る。
相模湾の凪を左手に眺めながら走る。 町の櫻による町興しの成功は温暖地とは言え、２月
老いの身にも爽快感が甦ってくる、老いるに従って 中旬からの櫻祭りの行事は一段と早い観光シーズン
徐々に運転に自信が無くなってくるが、相応の自制 の幕開けとなっているのではなかろうか。夜にはラ
心とでドライブを楽しんでいる。仕事や日頃の憂さ イトアップされるが、長躯のドライブ、明日に備え
を忘れて無我の境地で唯一ハンドルに専心すること てのこともありホテルに引き返す。ホテルの玄関は
が出来、エンジンの音と聞こえないはずの風の通り 少し暗い感じであるが、海岸に面したホテルはリゾ
過ぎる感触を感じて。
ートと名に価する白亜の洋館で明るく、未だ春遠か
やがて彼の頼朝が平家に対して旗揚げした石橋古 らじの季節であるが前庭には花が咲き、浜との境の
戦場辺である石橋ＩＣで一般道に出るが、直ぐに根 松籟に春を匂わす風が当たり騒いでいる。浜に出る
府川で真鶴道路に入る。真鶴市街地は二つのバイバ と、今井浜全体を独り占めしている感じである。部
スで混雑は見られないが、湯河原市街地の一般道は 屋に入り浜を見ると、先ほどは姿を見せていなかっ
混雑していた。漸く取り抜けるとまたまた、海岸線 た千鳥であろうか水際一面に舞い降りて何かを啄ん
を走る熱海ビーチラインになり熱海の和田浜南まで でいる。一、二羽が飛び立つと風が舞うように一斉
続く。
サンビーチ手前の料金所で自動車道は終わり、 に飛び立ちまた舞い戻る。遠い地平線の雲間に陽が
１３５号一般道と合して熱海の市街地に入る。時間 将に沈もうとして黄金の輝きが凪いだ海面をこの浜
的には早く宿泊客の姿は余り見られない。熱海の錦 まで届かせている。
ヶ浦トンネルを抜けてから海岸線は長かった。
松籟が次第に暗い影を帯び海は鈍色になり陽の
網代を過ぎ、
伊東市に入る。
市街地を抜けると様々 沈んだ辺りから、黄金色が消え銀色に輝いている。
な施設がある。ゴルフ場、美術館、各種の公園等々 今夜の食事はどのような品がでるか分からないが
目白押しである。再び海岸線に出ると東伊豆道路に 今、目の前にある景観が何よりのご馳走であった。
変わり、遠かった東伊豆温泉郷は間近に感じる。伊
度会 敏
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巴波川畔の石ダタミと紫陽花の美しさにドキ
リ！とする雨上がりの午後、趣のある街「栃木市」
へ青木先生をおたずねしました。
氏 名 青木勇夫
事務所 栃木市片柳町１−１９−１７
入 会 １９８６年３月３１日
得意業務は？
「農転、相続が多いです」

ところでご趣味は？
「運動が好きで、ソフトボール、ゴルフをやって
います。近ごろ自転車が楽しくて、ホラ、今日は
行政書士になって良かったこと
「入会してから２０年が経ちました。行政書士に スニーカーですヨ」･･･と足元を見せて下さる。
なって良かったと思うことはいろいろありますが、 若々しい！
とくに同業の皆さん、個性ある沢山の方達と知り 「でも、いちばんは‐あてもない旅‐かな？とく
」
あえたことです。信頼して、お付き合いできる方 に海辺のドライブは良いですね。
達との出会いは、私にとって宝ものです。
」
青木先生は、現在栃木支部長２期目。酒はほん
の少々。タバコやらない。髪染めていない。カラ
将来について
「定年がないので、行政書士は永く続けるつもり オケ大好き。血液型 O 型だそーです。
ですが、そのぶん、いつまでも勉強ですね。好き
こわもてという印象がありましたが、なんの、
で選んだ道ですから、これも又楽しみながらやっ
なんの。
実に陽気で気さく。
イイオトコなんです。
ていきます。
」
電話が鳴り、来客も次から次というお忙しさの
中、ホントに有難うございました。
（広報部 山本昭子）

よ…四ツ谷おばァさん（東京都北区滝野川）
四ツ谷老婆尊、正受院。

れ…霊厳寺（江東区白河）

通称「赤ちゃん寺」
。
境内には、小野篁作と伝えら

寛政の改革をなした松平定信の墓

れる子育て老婆尊(「綿のお

（国の指定史跡）が損傷されずに

婆さん」で親しまれている）

保存してある。

がある。子どもの咳封じ、

深川に住んでいた地蔵坊正元が、

虫封じなどの霊験で有名。

江戸街道筋の入口に六体造立した
という金銅丈六の座像、正元の江

←四ツ谷おばァさん

戸六地蔵（都指定文化財）の１つ
が現存。

た…高輪泉岳寺（東京都品川区高輪）
赤穂四十七士が眠る寺・泉岳寺には討ち入りから三百
年余を経た今日でも義士の墓に線香を供える人の姿が

そ…雑司が谷鬼子母神
（豊島区雑司が谷）
法明寺。
「ざくろの絵馬」で有名。

絶えることはない。

都電停留所から続くケヤキ並木が
美しい場所にある。
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最近「団塊の世代」という言葉をよく耳にしま
す。はじめ何のことかわかりませんでした。辞典
で調べてみました。それは第二次世界大戦直後の
日本において、１９４７年からおおむね１９４９
年生まれまでのいわゆる第１次ベビーブームで生
まれた世代であり、
作家の堺屋太一が発表した
「団
塊の世代」によって登場したことばだそうです。
この世代は他の世代と比較して人口も膨大であっ
たため幼い頃から競争する意識が顕著であり、ま
た自己主張も強い。とも記されておりました。
高度経済成長期後半には地方から大都市への集
団就職が行われ、
「金の卵」として企業で働くこと
になり、それに伴って都市圏では住宅不足が深刻
になり均衡には数多くの団地が建築され、その周
辺は商店街が繁盛し、更には通勤のための交通網
も発達したようです。実に活発な歴史の中で活躍
した世代なのですね。
最近日本映画で恐らくこの頃の時代だと思わ
れる映画を見ました。東京タワーが建築されてい

るところから始まるこの映画はおよそ１０年違う
私からもどことなく懐かしさがあり、昔の記憶を
思い起こす場面もありました。そして何よりも夢
がありまだ戦後の貧しさが残るなかパワーが感じ
られます。
近年ニュースなどでは出生率の低下そして少子
化が問題となっているようです。原因は子育てに
お金がかかる。子供に夢を持たせるような時代が
期待できない。からだそうです。
行政書士の皆さんの中にも「団塊の世代」の方
が多くいらっしゃると思います。世間では２００
７年から２０１０年にかけて、この世代がいっせ
いに定年退職を迎えることから「２００７年」問
題として多大な影響を懸念しているようですが、
行政書士には定年がありません。どうか持ち前の
行動力とその精神でちょっと元気のないこの時代
にもう一花咲かせてください。
（支局長 杉山 茂）

政連だより
日政連 定期大会によせて
第２６回日本行
政書士政事連盟定期
大会は、隔年毎に地
方開催となる該当年
の今回は長崎県佐世
保市ハウステンボス
町で開かれた。筆者
は日政連幹事で総務
担当から選ばれて大会の議会運営委員として、ま
た日行連の代議員として出席しましたのでその概
要について報告します。
第 1 日（６月２１日水）午後５時からハウステ
ンボスのユトレヒトプラザ３階会議室に招集され
た。議会運営委員会の構成は全国８地方協議会か
ら選任の各１名と日政連総務担当から３名の計１
１名、
初会合では自己紹介の後正副委員長を互選、
続いて午後５時３０分から日政連常任幹事会との
合同会議に移った。合同会議では大会提出議案審
議に対する事前提出された質問と再質に対する取
り扱い方、これに対する執行部の答弁担当者と役

割分担について協議、この決定事項を議連の決定
方針として大会で報告承認を求めることを申し合
せをして午後７時３０分散会した。
第２日目は午前１０時第 3 日目は午前１０時ま
で日行連定時総会の代議員として参席、続いて午
前１０時３０分日政連の定期大会に移った。
当大会の代議員１９５名（届出分）出席者１５
４名で開会、正副議長の選出と議連からの運営方
針報告を承認し議案審議に入った。
議案の第 1 号第２号平成１７年度運動経過と決
算を一括上程、審査報告の後事前提出された議案
１号２号関係の質問１０件と再質問の答弁後採決、
全員承認可決された。
次に議案第 3 号と４号平成１８年度運動方針と
同予算についてを一括上程、同案件に対する事前
質問１１件、再質問についての答弁採決の結果全
員承認可決された。
議案第５号は群馬会からの役員辞任に伴う後任
者を承認し午前１１時４５分閉会を宣告された。
（日政連幹事 秋田 豊）
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六方沢橋（日光市）
関東の櫻前線が東北地方に去った半月後の４月
２８日、遅い櫻の季節を迎える日光二荒山輪王寺三
仏堂の前にある金剛櫻を見に出掛けた。境内は春の
観光シーズン幕開けとあって賑わっていたが、目当
ての櫻は、大きな蕾が赤い包皮を見せて枝垂れてい
たが開花には数日を要するとのことであった。
その帰途、今月号の表紙写真の宿題が在るのを思
い出し、兼ねてから霧降高原道路の六方沢橋を予定
していたので、裏参道から高原道路に入る。この道
路は栃木県道路公社が現在は平成の大合併日光市
になったが以前の日光地方生活圏構想により、生活
環境の整備と観光産業、林産業振興の基本方針と

して計画され昭和５１年に供用開始された。
現在は春の新緑から初夏のキスゲ、避暑。秋の紅
葉、冬のスキーと周辺の観光スポットを結ぶ
重要な観光道路となっている。
六法沢橋は霧降高原と大笹牧場の中間にある六
方沢に架かる長さ３２０メートルの逆ローゼ方式
の橋で観光ルートの一大景観を占めている。
谷底からの高さは１３４メートルで、橋上から下
を見ると目が眩みそうである。里では櫻前線が北上
したとは云え、標高１４３４メートルの台地は未だ
残雪が残り厳しさを見せていた。
（広報部 清水幸敏）

栃木県行政書士会員の動き
【入 会】

（平成 18 年 6 月 30 日現在）

支部・氏名

会 員 番 号
登 録 番 号

芳

1 9 0 1

賀

一木喜徳

06121066

小

1 9 0 2

山

生田目安夫

入会年月日
登録年月日

郵便番号

H18.6.1

3214363

真岡市亀山 1-40-9

0285-82-8027

H18.6.1

3290514

下野市東前原 95-8

0285-52-2350

06121067

【退 会】
支 部
氏 名
退会年月日
栃 木 菅 沼 清 Ｈ18.6.30
【変 更】
支 部
氏 名
会員番号
宇都宮
1 7 0 0
宇都宮 大 房 道 雄 0 6 2 1
日 光 吉原勝彦 1 4 0 7

お知らせ

事

備 考
廃
業
変更事項
事 務 所
事 務 所
事 務 所

支 部

務

所

氏 名

電

話

退会年月日

備考

備 考

変 更 内 容
宇都宮市末広 1-2-4 TEL 028-655-2658
宇都宮市戸祭元町 3-10 宇都宮農業協同組合 3F 304
日光市今市本町 25-8

７月は会費の納入月です。
口座引落をご利用の方は、残高不足にご注意ください。

編集後記

今年も７月となり、此の号が出る頃は夏
本番となる。季節の変わり目には何かと花
鳥の便りを見聞きするが、何時の頃かは分
からないが、我が会館に今年もツバメが巣
作りをしている。多少フンガイもあるが可
愛い雛が孵ったのだろうか。昔からツバメ
が巣作りする家は吉兆の徴とも言われてい
る。ツバメにあやかって吉兆の訪れること
念じている。
（広報部 清水）
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