行政書士制度のＰＲ
栃木県行政書士会

制度推進部副部長

小室

明男

去る１０月の「行政書士制度強調月間」
におきまして、「行政書士無料相談」な
ど関連事業が、各部役員の方々をはじめ、
各支部、そして会員皆様のご協力により、
本紙前号既報のとおり無事終了できまし
たことに、先ずもって御礼申し上げます。
また、制度推進部のかねてよりの念願
でございました、申請窓口における非行
政書士の排除に関する窓口規制表示板設
置につきましても、今年度「栃木県」の
名称使用が可能となり、「栃木県・栃木
県行政書士会」連名による表示板設置ができました。尚、宇都宮市につきましては中核市
であり、「宇都宮市・栃木県行政書士会」の表示板設置ができました。また設置につきま
しては、各支部のご協力をいただき、各市町の農業委員会、土木事務所をはじめ、申請窓
口に設置をお願いいたしました。
私事で恐縮でございますが、理事職を拝命し、今までに「広報部」「総務部」「制度推
進部」を担当させていただきましたが、いずれの部におきましても、私の念頭にあったも
のは「行政書士制度」「行政書士」を一般住民の方に知っていただくためにはどうしたら
よいかということでございました。私自身、色々なところで、士業の数が多く、他士業と
混同されることを数多く経験したことが、そのような考えにたどり着かせたのでございま
す。
広報部所属の頃は「栃木県行政書士会のキャラクターを作成したい」と考え、私が永年
ご厚誼願っている、漫画の高井研一郎先生に作画をお願いしたところ、ご快諾いただき完
成画のネーミングも公募し「アドちゃん」と名付けられ、会の顔が誕生しました。
今後ずっと栃木県行政書士会のマスコットとして活躍してくれるものと思います。
また、例年作成しているカレンダーにつきましても、栃木県に縁のある美術作家の作品
を借用し、図柄として採用、完成品を一般の希望者に配布することにより、会が地域の文
化振興の一端に少しでもお役にたっているという考えから作製いたしました。
使用した作品の一部は、会で購入させていただき会館に飾ってございますので、機会が
ございましたら是非ご覧いただきたいと思います。
以前の制度推進部の頃は、宇都宮市の中心部オリオン通りのイベント広場において「行
政書士無料相談会」を開催し、イベントを実施するとともに、道行く人々に会で作ったノ
ベルティ・グッズを配布して会のＰ．Ｒ．活動を実施したこともございました。また、私
の出演していたラジオ番組等を通じても「行政書士」を宣伝させていただきました。
思い出話のようになってしまいましたが、私は常に「外に打って出る」ことを念頭に活
動を展開していかなければという考えでおります。
栃木会では、全国に先駆けて、従来の「監察部」の名称を「制度推進部」と変更して、
従来の方針を踏まえた上、事業内容を行政書士制度のＰ．Ｒ．を重点に、より前向きに考
えて活動してまいりました。
制度推進部におきましては、今後とも、関係各部とも連携の上、より一層「行政書士制
度」の浸透をはかるために、制度推進部一丸となって頑張ってまいりますので、会員皆様
のご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
最後になりましたが、皆様には良き新年をお迎えになりますよう、お祈り申し上げます。
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栃木県行政書士会
関東地方協議会について
２．ＡＤＲについて
手続実施者養成研修会を受講者１単位会３
名とし、１０単位で開催実施したこと。これ
らについて関係機関と意見交換をしてきたこ
と。
３．規制改革、民間解放推進会議
商業・法人登記の申請書作成及び提出業務
の開放を要望していること。これに対し意見
を求められ回答書を提出したこと。

■関東地方協議会
秋も深まり白鷺が群れて落ち鮎を啄みするの
を眺める長野県千曲川を挟んでの戸倉山田温泉ホ
テル清風園に関東の１都１０県単位行政書士会で
構成される協議会が、去る１１月１６日・１７日
の両日に亘って参集者総数１１０名が一同に会し
て盛大に開催されました。
今年度は長野会が当番となり協議会に相応しい
議題となるよう各単会から事前に現状と問題点及
びその対策と日行連への要望・意見を徴して、各
単会に印刷配布し意見の集約を資料としたこと、
併せて日行連から当面の問題点や推進事項の資料
を提出されたものを議題としました。
栃木会では要望事項と問題点と対策についてを
提出した関係から、その説明と協議のため正副会
長と総務部長、ＡＤＲ特別委員会委員長と別途事
務局長会議がもたれるので事務局員と合計８名が
出席しました。
会議の概要は、１６日午後２時から始まり最初
に日行連からの現在の懸案事項や各機関等に実現
方要請や推進運動方針、これに対する関係機関か
らの通達等を盛り込んだ会議資料が提供されまし
た。
１．行政書士制度推進議員連盟について
新たな閣僚人事により総務大臣大野茂氏は
自民党議員連盟の幹事でもありましたので太
いパイプができ理事会で機関決定項目の実現
に向けて進めて行くのに大きな期待がもてる
こと。
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４．研修体制の再構築に向けた検討状況
本年度の日行連の重点事業計画での研修体
制の会則改正が承認され「中央研修所構想」
が協議調整されていること。
５．日本司法支援センター（法テラス）
最適な関係機関、団体等の情報提供を国民
に行うもので、法律相談は行わない扱いであ
るが行政書士業務の認知度を高める活動の検
討をしていること。
６．戸籍法の見直し及び住民票の写しの交付制度
等の見直しについて
戸籍法の見直しで行政書士等資格者の交付
請求時に対する提言、住民基本台帳の閲覧制
度廃止と大阪での不正請求事件での件。
７．成年後見制度への取組
廃業行政書士が後見契約を結び家屋の売却、
認知症女性が被害者となった報道があり、行
政書士の人格者としての高い倫理観と業務認
識について推進すること。
次にこの日行連の資料の他に栃木会から提出
された入国管理における申請取次業とＡＤＲに関
する要望意見、並びに問題点として農地法及び都
市計画法等の申請における非行政書士申請に対応
と窓口行政当局への対応、次にＡＤＲ対応で単位
会担当者連絡会発足要望等、この議題の内容につ
いて総合的に日行連の北山副会長と粟蔵総務部長
が交互に説明と要望事項についても日行連の各部
で検討して行くと結んで質疑及び応答の時間を持
ちませんでした。
（→次ページへ続く）

■講演会

午後３時３０分から講演会に移り「テレビ屋の
みた倭人の子孫たち」と題して脚本家の西条道彦
氏により歴史感を交えて話されました。時代の変
遷により視聴者の要請変格も加わり、特に日本語
の乱れ等もあって脚本家として継続することに嫌
気がさし筆を折ったと云います。現教育上求めら
れる歴史缼如が近隣国との過去の諸問題となった
根は深く、外交上対話や交流のみでは解決の至難
さを著述業者の鋭い目線で話されたことに強く胸
を打たれました。
午後６時３０分から懇親会が開かれ他会との
意見交換が持たれ意義深い協議会でした。
（副会長 秋田 豊）

■事務局長会議
関地協当番会である長野会新津幸男事務局長の
司会により会議が始まり、各単位会の自己紹介と
事前に提出してある下記議題について各単位会の
実状の報告及び意見交換が行われた。
１．ＯＡ化の進歩状況と優先対策事項は何にお
いているか
２．長期会費未納者の死亡退会後の相続人に対
して未納会費請求はどうしているか
３．官公署及び日行連からの会員宛文書の周知
の迅速性を求められる現状の中で、どのよう
な方法で発信しているか
４．会員情報管理ソフト等について
５．会員名簿・法令集の会員配布形式について
議題終了後、役員への旅費日当の支払い方法に
ついて意見交換が行われた。
当会問題点、長期会費未納者の死亡退会後の相
続人への会費請求について、支部長への協力依頼
や、共済金の給付金を未納会費に充当するなど、
各単位会の実状や取り組みの方法が聞け、今後の
対応方法について参考になった。
（事務局 黒崎尚男）

平成１８年度行政書士試験終了
今年の行政書士試験は全国６９ヶ所の試験会
場で８８，１６３名の受験申込者があり、試験が
実施された。今回から受験申し込みにはインター
ネットによる出願方式が可能となり利便性がより
図られるようになった。
試験日は、例年より３週間先送りとなり、晩秋
の１１月１２日（日）になり、会場は今回も宇都
宮大学峰キャンパスで行われた。栃木県の受験申
込者は１，０９６名で、昨年と比較すると４名増
で、ここ数年申込者は１，０００人台である。
行政書士試験監督事務は（財）行政書士試験研
究センターが都道府県知事から委任を受けて行政
書士会が行うようになって、今年で７回目となる
が、
「行政書士試験の施行に関する定め」の一部改
正に伴い、今年度より試験科目の変更や試験時間
が３０分延長となり、改正された最初の年となっ
た。
さて、試験当日は前日の雨もあがり、快晴となっ
た。
当会から５８名の会員、
事務局職員が監督員、
本部員となり、本部室に集合した。朝のミーティ
ング会場設営、試験監督事務、試験後の集計作業
と朝から夕方まで試験事務に追われた。
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何事もなく、無事、試験監督事務を終了するこ
とができ、改めて皆様の協力に感謝いたします。
（宇都宮大学峰キャンパス責任者 宮嶋幸雄）

２００６．１1
日／曜日
３日
金
７日
火
８日

水

内
容
東京会主催 ＡＤＲ研修会
無料相談（予約制）
平成１８年度
著作権実務研修会
例規集確認作業
ホームページ更新作業

９日
10 日

木
金

13 日

月

自販連との懇談会
例規集の打合せ
編集会議

火

理事会議案の打合せ
業務開発部会

14 日

第３回成年後見制度研修会
電子政府・オンライン申請
体験フェア
新入会員オリエンテーション
総務部会

出

席

者

田沼専門委員
岡井部長
風間部長 渡辺専門部員

№頁
①
②
③

会長 宮嶋副会長 岡井部長 木下副部長
鈴木康夫理事 古家理事
田代理事

④

会長
岡井部長
秋田副会長 新井部長 清水副部長 大石理事
山本理事 田代理事
岡井部長 木下副部長
会長 秋田副会長 毛塚部長 手塚副部長
松岡英彦理事 井上理事 廣田理事
会長 秋田副会長 毛塚部長 手塚副部長
松岡英彦理事 井上理事 廣田理事
田渕委員長

−
⑥
⑦

会長 木下副部長
会長 宮嶋副会長 岡井部長 木下副部長
鈴木康夫理事 和賀井理事 古家理事
石塚部長 岩本理事 鈴木昇理事
会長 秋田副会長 宮嶋副会長 前澤副会長
堀越副会長 岡井部長 松岡委員長

−
⑫

⑤

⑧
⑨
⑩
⑪

15 日

水

16 日

木

17 日

金

制度推進部会
関東地方協議会連絡会
（長野会）

20 日
24 日
27 日

月
金
月

入管業務研修会の打合せ
会員管理システム
六団体連絡協議会
会員管理システム

風間部長 渡辺専門部員
宮嶋副会長
会長 前澤副会長 風間部長
岡井部長

⑭
⑮
⑯
⑰

28 日

火

ＡＤＲ特別委員会

会長 前澤副会長 松岡委員長 毛塚副委員長
田渕理事 田沼専門委員
会長 秋田副会長 毛塚部長 手塚副部長
松岡英彦理事 井上理事 廣田理事
風間部長 江藤理事 渡辺専門部員
市川専門部員
宮嶋副会長 岡井部長

⑱

第４回成年後見制度研修会
29 日

水

建設業についての研修会

30 日

木

栃木県文書学事課訪問
常任幹事会

会長 秋田副会長 前澤副会長 堀越副会長
宮嶋幹事長 岡井副幹事長 風間副幹事長
柳川会計責任者
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⑬
P.3

⑲
−
⑳

④ 例規集確認作業
８日 ＡＭ１０：００〜ＰＭ５：００

① 東京会主催 ＡＤＲ研修会
３日 ＰＭ１：３０〜６：３０
【内容】
1.主 催 東京会主催
2.テーマ ＡＤＲ研修会「要件事実論①」
3.内 容
・要件事実とは何か
・要件事実の具体的説例の演習及び解説

【内容】
『行政書士会関係例規集』の内容について
各人が分担して検討した

⑤ ホームページ更新作業
８日〜９日
【内容】
市町村合併に伴う情報の整理
（会員検索システムの支部状況の適正化）

② 無料相談（予約制）
７日 ＡＭ１０：００〜１１：５０
【内容】
・相続手続について
・限定承認手続について
・相続放棄手続について

⑥ 例規集の打合せ
１０日 ＰＭ５：００〜７：３０
【内容】
例規集の最終打合せを行った

③ 平成１８年度著作権実務研修会
７日〜８日
【内容】
1.会場
行政書士会館 地下講堂（東京）
2.内容
■第１日
・著作権法実務Ⅰ
・著作権法実務Ⅱ
独立行政法人ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ
研究開発部 教授 尾崎史郎氏
・行政書士の行う著作権業務について
（意見交換会）

⑦ 編集会議
１３日 ＰＭ１：３０〜６：３０
【内容】
1.行政とちぎ１１月号の編集・校正
2.サーバー管理規程について
3.その他
【決定・検討事項】
2.サーバー管理規程について検討した
3.分掌事務の見直しについて検討した

⑧ 理事会議案の打合せ
１３日 ＡＭ１０：００〜ＰＭ３：３０
【内容】
１１月総務部会提出議案に対する打合せ
・役員選任規則の見直し
・選挙管理委員会運営規程の見直し

■第２日
・著作権法実務Ⅲ
独立行政法人ﾒﾃﾞｨｱ教育開発ｾﾝﾀｰ
研究開発部 教授 尾崎史郎氏
・著作権登録制度について
文化庁長官官房著作権課
庶務・登録係長
竹田 透氏
・著作権の間接侵害について
弁護士 田中 豊氏
・音楽著作権について
社団法人 日本音楽著作権協会
企画部長
北田暢也氏
演奏部課長 津田公直氏
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⑨ 業務開発部会
１４日 ＡＭ１０：００〜ＰＭ３：３０
【内容】
1.報酬額統計調査報告について
・報酬額統計調査報告は部長が作成し、
部会回覧後、理事会に発表する。
・理事会にて承認後、１月中をめどに
会員用ホームページに掲載する。
2.第３回理事会への報告について
平成１８年度事業推進状況・積み残し
事業の報告事項の討議
3.その他
建設業経審などの公共業務の受託研究
4.第３回成年後見研修会の準備
【決定・検討事項】
1.上記記載のとおり
2.報告書内容を検討した
3.他単位会の公共業務の受託状況に関する
資料を収集する

⑩ 第３回成年後見制度研修会
１４日 ＰＭ１：３０〜４：３０
【内容】
1.テーマ
任意後見契約について
2.講 師
宇都宮地方法務局
公証人 森川大司氏
3.内 容
・成年後見制度の概要
・任意後見契約の利用状況
・任意後見契約公正証書の作成手続
・任意後見契約後の手続
・任意後見事務の開始
・任意後見契約の終了事由

⑫ 総務部会
１５日 ＰＭ１：３０〜８：００
【内容】
1.新規登録申請者
2.平成１８年度事業推進状況
3.理事会の開催について
4.幹事会について
5.役員選任規則の改正について
6.役員定数の見直しについて
7.諸証明の手数料規程について
8.県文書学事課との連絡会について
9.福利厚生事業の報告について
10.トチの木プロジェクトについて
11.慶弔見舞金規程について
12.旅費日当について
13.広報部提案サーバー管理規程について
【決定・検討事項】
1.２名承認
2.項目別に検討して素案承認
3.提出議案の審議 承認
6.報告事項にする
8.２月頃に日程調整する
10.協力する
11.生花でも良いこととする
12.特別な事例は会長に報告する
13.今後再度検討する

⑬ 制度推進部会
１６日 ＰＭ１：３０〜４：００
【内容】
1.行政書士制度強調月間の成果
2.行政書士制度強調月間の反省と今後の
事業について

⑪ 電子政府・ｵﾝﾗｲﾝ申請体験フェア
１４日 ＡＭ１０：３０〜ＰＭ５：００
【内容】
主催 社団法人行政情報システム研究所
場所 東京国際フォーラム B 棟７Ｆ
内容 自動車保有関係手続のＯＳＳの実務
ペイジーによる電子収納に関する実
務の体験
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【決定・検討事項】
1.窓口規制表示板の窓口設置後の状況調査
１０支部管轄の官公署を４人で分けて、
１２／１５までに調査する
2.支部からの強調月間報告書により補助金
交付の決定
3.今年度行わなかった団体訪問について
隔年毎にするか、絞るか今後決定する。
4.事業推進状況と積み残し事業の確認

⑱ ＡＤＲ特別委員会
２８日 ＡＭ１０：００〜ＰＭ１２：００

⑭ 入管業務研修会の実施について
１７日 ＡＭ１１：００〜ＰＭ１：００
【内容】
入管業務研修会の実施についての打合せ
【決定・検討事項】
1.研修内容
・届出行政書士としての注意点
・身分・地位に係る在留資格の審査上の
注意点
・就労に係る在留資格の審査上の注意点
2.講師
東京入国管理局 上席審査官
田島 一仁 氏

⑮ 会員管理システム
２０日 ＰＭ３：００〜６：００
【内容】
１０／２７修正項目の確認

⑯ 六団体協議会
２４日 ＡＭ１１：００〜１２：００
【内容】
1.幹事団体は来年の引き継ぎまで書士会で
行い、次は土地家屋調査士会へ引き継ぐ。
2.不動産鑑定士協会等との合同会合を持て
るかどうかを調査確認する。

【内容】
1.平成１８年度推進事業・積み残し事業の
検討について
2.ＡＤＲ参入分野について
【決定・検討事項】
2.家事、許認可、商事法務の三分野とする

⑲ 第４回成年後見制度研修会
２８日 ＰＭ１：３０〜３：３０
【内容】
1.テーマ
成年後見制度について
2.講 師
社会福祉法人朝日会
理事長 青柳勝男氏
3.内 容
・高齢者本人と家族の現状
・現在の高齢者と今後の団塊世代の高齢
者との違い
・後見人の必要性
・高齢者に一番近い人は誰か
・成年後見制度を地域へ広げるためには

⑳ 栃木県文書学事課との打合せ
３０日 ＡＭ１１：００〜１２：００
⑰ 会員管理システム
２７日 ＰＭ３：００〜５：００

【内容】
県・文書学事課との研修会等の事前打合せ

【内容】
１０／２０修正項目の確認
常任幹事会
３０日 ＰＭ２：００〜４：００
【内容】
1.１２月幹事会の対応について
2.統一地方選挙の取り組みについて
3.その他
「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

■宇都宮地方法務局小山出張所の不動産登記のｵﾝﾗｲﾝ化について

06/11/10

宇都宮地方法務局

■宇都宮地方法務局栃木支局・大田原支局の登記申請のｵﾝﾗｲﾝ化について

06/11/20

宇都宮地方法務局

■建設工事競争参加資格審査（平成 19・20 年度）における
経営事項審査の取扱いについて

06/11/28

日行連
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業務開発部主催

成年後見制度特別研修会開催のお知らせ

○ 第５回、第６回研修の申込受付を行います。
平成１８年１０月 ３日（火）１３時３０分から１５時３０分まで

第１回

講師：特定非営利法人神奈川後見サポートセンター
理事長 眞達 格 氏
受 付 終 了
・行政書士と成年後見制度 ・神奈川県での行政書士の活動状況 等
平成１８年１０月２４日（火）１３時３０分から１５時３０分まで

第２回

講師：家庭裁判所調査官（予 定）※家庭裁判所関係者による講義は決定済
受 付 終 了
・法定後見の実務 ・法定後見業務遂行の留意点 等
平成１８年１１月１４日（火）１３時３０分から１５時３０分まで

第３回

講師：宇都宮公証人役場 公証人 伊藤
受 厚
付 氏終

了

・任意後見契約の実情と実務 等
平成１８年１１月２８日（火）１３時３０分から１５時３０分まで

第４回

講師：社会福祉法人朝日会（老人ホームはりがや）
理事長 青柳 勝男 氏 他
受 付 終 了
・高齢者福祉の現場 ・現場が今必要としているもの 等
平成１９年 １月 ９日（火）１３時３０分から１５時３０分まで

第５回

講師：栃木県保健福祉部 高齢対策課 主幹 湯沢 修 氏
・行政の社会福祉及び高齢福祉に対する取り組み 等
平成１９年 １月２３日（火）１３時３０分から１５時３０分まで

第６回

講師：特定非営利活動法人財産管理支援センターフォレスト 行政書士 田渕 徹 氏 他
・後見業務に対する心構えや取り組む姿勢 ・行政書士がやれること 等

○ 定
員：各回 先着３０名まで
○ 場
所：栃木県行政書士会館２階
○ 受 講 料：１回の研修会につき 受講料１０００円
※集金は研修会当日行います。
○ 参考テキストの販売：成年後見実務者用テキストの販売を行います。特定非営利活動法人神奈
川成年後見サポートセンター著。限定３０部（研修会参加者のみ対象）。研修会の時に参考
書としても使える、実務に即した一般では非売の実務者必携書です。一冊２，０００円。
（研修会参加にあたっての購入義務はありませんのでご注意下さい。）
○ 参加申込方法：申込方法は事務局宛ＦＡＸ（０２８−６３５−１４１０）に限ります。
○ 第１回・第２回研修会参加申込締切日：平成１９年１月４日（木）迄
---------------------------------------------------------------------------------------業務開発部主催 成年後見制度特別研修会 第５回・第６回 講義 参加申込書
平成

年

月

日

氏 名

支部名

※研修会参加申込・参考テキスト購入申込：該当するものに○をつけてください。
第５回研修会（１月 ９日（火））参加
第６回研修会（１月２３日（火））参加
参考テキストの申込（第１回〜第６回いずれかの研修会参加者限定）
※参考テキスト（限定３０部）の購入申込：第３回締切 平成１９年１月４日（木）
★代金の支払い方法は、研修会当日の現金による方法に限ります。
★締切までに購入申込が３０部に達していない場合、研修会当日サンプルを回覧した上での購入
申込受付も予定しております。
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建設工事競争参加資格審査（平成 19・20 年度）における
経営事項審査の取扱いについて

日行連発第１０３２号
平成１８年１１月２４日
各単位会長 様
日本行政書士会連合会
会長 宮 内 一 三
農林建設部
部長 遠 田 和 夫
建設工事競争参加資格審査（平成19・20年度）における経営事項審査の取扱いについて
今般、国土交通省大臣官房地方課公共工事契約指導室より、建設工事競争参加資格審査（平
成19・20年度有効）における経営事項審査の取扱いを一部変更とする旨の連絡が別紙のとおり
ございました。
当該資格審査の取扱いについては、本年６月３０日に発表がなされており、５月１日に改正
された経営事項審査の新基準による総合評定通知を受けていることが要件となっておりました
が、現状の経営事項審査の受審状況等を踏まえ、下記のとおり変更がなされております。
各単位会長におかれましては、所属会員へ周知されますよう、ご協力のほどよろしくお願い
いたします。
記
○国土交通省の建設工事競争参加資格審査における経営事項審査の取扱い
＜変更前＞
建設工事の資格審査については、平成18年5月1日より施行された経営事項審査の新基準に
よる総合評定通知を受けていることが必須条件。
＜変更後＞
建設工事の資格審査については、新基準による総合評定通知を受けていない方についても、
文書（郵送又は持参）に限り受け付ける。
ただし、旧基準の総合評定通知で申請した場合には以下２点が申請条件となる。
①新基準による総合評定通知で申請した場合と比較して、経営事項評価点数について評価
項目等が異なるため点数が低くなることがある。
②申請後は、後日、新基準による経営事項審査を受けた場合でも差し替えはできない。
なお、インターネットー元受付を利用して申請する場合は、新基準による経営事項審査の
総合評定通知が必要である。（取扱いについて変更なし）
【別添資料】
・「平成19・20年度 国土交通省の建設工事競争参加資格審査における経営事項審査の取扱いに
ついて」（記者発表資料）
※国土交通省ＨＰにも掲載されております。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/00/001122̲.html
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記者発表資料
平成１８年１１月２２日
国 土 交 通 省

平成１９・２０年度 国土交通省の建設工事競争参加資格審査における
経営事項審査の取扱いについて

平成１９・２０年度建設工事競争参加資格審査においては、平成１８年５月１日に改正さ
れた新基準による経営事項審査（以下、「新経審」といいます。）を受けていることを要件
としてきたところであり、国土交通本省において、６月３０日の記者発表、ホームページへ
の掲載及び業界団体への通知等により、広く周知を図ってきたところですが、経営事項審査
の受審状況等に鑑み、下記のとおり取扱うこととしました。

記
取扱い
上記の状況に鑑み、今後の競争参加資格審査手続きにおける新経審を受けていない方
からの申請について、次のとおり取扱うこととします。
１ 新経審を受けてない方についても、例外的に、持参又は郵送による申請に限り、
平成１９・２０年度競争参加資格審査申請を受け付けることとしました。
※ インターネット一元受付のために既にパスワードの発行を受けた方が、改正前
の経営事項審査に基づき申請用データを送信した場合には、受け付けできません
のでご注意ください。
２ 経営事項評価点数について、改正前の経営事項審査に基づき算定した場合には、
新経審に基づき算定した場合と比較して評価項目等が異なるため点数が低くなるこ
とがあります。
また、平成１９・２０年度競争参加資格有効期限（平成２１年３月３１日）まで
の間において新経審を受けた場合であっても、既に１による申請後は経営事項審査
結果の差し替えは認められません。
※ したがって、申請にあたっては、随時受付期間に新経審に基づく申請を行うの
か、経営事項評価点数が低くなることがあるとしても定期受付期間に行うのか、
いずれによるのかについては十分にご検討下さい。
３ 平成２１・２２年度以降の競争参加資格審査申請にあたっては、申請要件等を
事前に十分確認するようお願いします。
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栃木県内 市町別
平成１９・２０年度 入札参加資格審査申請日程表
＊印：先月号からの変更点
県市町名
担当部署

電話番号

（平成１８年１２月８日現在 広報部調べ）
建設
測量建設コンサル
物品

1

宇都宮市

契約課契約ｸﾞﾙｰﾌﾟ(建)
契約課物品ｸﾞﾙｰﾌﾟ(物)

028-632-2165
028-632-2167

＊

2

足利市

管財課契約係

0284-20-2119

＊

3

栃木市

＊

4

佐野市

契約検査課契約担当(建)
財政課管財担当(物)
契約検査課

0282-21-2303
0282-21-2411
0283-20-3027

＊

5
6
7

鹿沼市
日光市
小山市

契約検査課
契約検査課契約係
建設監理課工事契約係(建)
管財課物品契約係(物)
総務課契約検査係
検査課
財政課
契約検査課契約係
財政課財産管理係
総務課管財係
管財課

0289-63-2278
0288-21-5134
0285-22-9323
0285-22-9325
0285-83-8145
0287-23-8189
0287-43-1114
0287-62-7114
028-681-1122
0287-83-1111
0285-40-5553

12/1〜12/20
未定
市内：1/17〜1/19
12/6,7,
市外：1/22〜1/26
12/11〜15
市内：12/1〜12/15 市外：12/18〜1/15
未定
1/10〜1/24
12/1〜12/20
２月（予定）
2/1〜2/28
未定
1/25〜2/9
2/13〜2/28
3/1〜3/16

総務課管財係

0285-56-9114

2/1〜2/15

8
9
10
11
＊ 12
13
＊ 14

真岡市
大田原市
矢板市
那須塩原市
さくら市
那須烏山市
下野市

＊ 15
16
17
＊ 18
19
20
＊ 21

上三川町
上河内町
河内町
西方町
二宮町
益子町
茂木町

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

市貝町
芳賀町
壬生町
野木町
大平町
藤岡町
岩舟町
都賀町
塩谷町
高根沢町
那須町

＊

＊

＊
＊

宇都宮市と同じ
建設水道課
総務企画課管財係
企画課管財係
建設課 (建)
総務課庶務係(物)
建設課
総務課管財係
総務部総務課
総務課契約管財係
管財課管財係
財政管理課
総務課消防管財担当
総務課管財係
総務課管理担当
総務課監理係
総務課管理グループ

電子申請
1/10〜1/23
11/1〜11/21
1/10〜2/6
郵送(書留)
1/17〜2/13
市内：1/22〜1/25
市内：2/5〜2/9
市外：1/4〜1/17
市外：2/13〜2/15
市内：1/22〜1/29
12/7〜12/26
市外：1/30〜2/13
市内：1/15
市内：
市内：
（あ･ら･わ行の業者） 1/15〜17 12/18〜12/26
1/15〜1/26
1/16（か・さ行）
1/17（た〜や行）
市外：
1/15〜1/26
市外：1/15〜1/26

宇都宮市に従う
0282-92-0308
0285-74-5010
0285-72-8829
0285-63-5647
0285-63-5614
0285-68-1117
028-677-6011
0282-81-1809
0280-57-4112
0282-43-9207
0282-62-0901
0282-55-7752
0282-29-1100
0287-45-2210
028-675-8101
0287-72-6902

2/1〜2/21
未定
２月（予定）
町内：
2/1〜2/14
県内・県外：2/15〜2/28
２月（予定）
2/1〜2/28
1/19〜1/26
12/5〜12/19
2/1〜2/28
1/10〜1/25
未定
未定
未定
2/1〜2/15
1/10〜1/31

２月（予定）

2/5〜2/23

33 那珂川町
総務課管財係
0287-92-1111 未定
※(建)：建設工事、測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (物)：物品 ※詳しい内容等については、各市町にお問合せください。
注）足利市の物品の入札は、平成１９年度が対象となります。

−12−

宇都宮地方法務局 小山出張所の
不動産登記のオンライン化について
【宇都宮地方法務局小山出張所のオンライン化】
宇都宮地方法務局小山出張所（管轄している市町は、小山市・下野市・下都賀郡野木町）では、
平成１８年１１月６日（月）から、商業・法人登記の申請についてオンライン申請の受付を開始
しておりますが、１１月２０日（月）からは、不動産登記の申請についてもオンライン申請の受
付を開始します。
これにより、不動産登記及び商業・法人登記について、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。
○法務省オンライン申請システムのページ
http://shinsei.moj.go.jp/

宇都宮地方法務局小山出張所
ＴＥＬ：０２８５−２２−０３６１
宇都宮地方法務局
ＴＥＬ：０２８−６２３−６３３３

宇都宮地方法務局 栃木支局・大田原支局の
登記申請のオンライン化について
【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（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）では、平成１８年８月
２１日（月）から、商業・法人登記の申請についてオンライン申請の受付を開始しておりますが、
１２月４日（月）からは、不動産登記の申請についてもオンライン申請の受付を開始します。
【宇都宮地方法啓局大田原支局のオンライン化】
宇都宮地方法務局大田原支局（管轄している市は、大田原市・矢板市・那須塩原市（黒磯出張
所の管轄に属する地域を除いて不動産登記のみ））では、平成１８年１２月１１日（月）から、
不動産登記及び商業・法人登記の申請についてオンライン申請の受付を開始します。
オンライン化により、不動産登記及び商業・法人登記について、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。
○法務省オンライン申請システムのページ
http://shinsei.moj.go.jp/
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宇都宮地方法務局栃木支局
ＴＥＬ：０２８２−２２−１０６８
宇都宮地方法務局大田原支局
ＴＥＬ：０２８７−２３−１１５５･１１５６
宇都宮地方法務局
ＴＥＬ：０２８−６２３−６３３３

支 局 情 報
【芳 賀】

新会社法の研修会開催

芳賀支部では、年間事業計画である業務研修につ
いて１０月２７日（金）午後３時より真岡市山王会
館において、本年５月１日施行の『新会社法』につ
いて栃木県行政書士会業務研修部員の渡辺良樹氏を
講師に招き研修会を開催した。
渡辺講師は丁寧に分かり易く実務を引用しながら
講義されて、参加した支部員は１３名で少なかった
が、真剣に聴講して理解を深めることができ、実り
多い研修会であった。
（支部長 大石 勇）

【足 利】

無料相談会を開催しました！
フリーマーケットを利用しての「無料相談会」を
１０月２９日（日）に開催致しました。今年で３年
目です。昨年は１０月の予定が雨で流れ、１２月に
なってしまい、真冬の渡良瀬川の河原は風も冷たく
人出もまばらで「ガマン大会」になってしまいまし
たが、
今年は前日までの予報がうれしい方に外れて、
Ｔシャツだけで充分なくらいの暑さになりました。
開催場所は昨年までと同じ「中橋緑地多目的広場」
でしたが、主催団体が異なり食べ物の販売や大人の
バンドや子どもの八木節などの生演奏も行われてい
ました。お店も１００店舗位の出店があったと思い
ます。出店慣れしているグループは運搬に台車を用
意していたり、洋服の展示にハンガーラックを持参
されたりして準備万端でした。
本当は１０時スタートですが、９時に現地に到着
して開店準備をしているとプロ（？）のお姉さま方
にさっそく取り囲まれました。
お姉さま方は私の
「ま
だ準備中です」との叫び声にも聞く耳を持たず、
「こ
れ、いくら！」
「高いわ！」
「もっと安くして！」な
どと次々と罵声を浴びせかけ、商品を買っていかれ
ました。気の弱い私は言われるままでしたし、諸先
輩方も助けてはくれませんでした（毎年同じパター
ンの繰り返しです）
。
今年の目玉商品は殿岡支部長がどこか（闇のルー
ト？）から仕入れてきた婦人物の洋服でした（レト
ロというか、何というか…）
。隣の若いママさんが販
売していた色鮮やかな子供服と比べると、
「原宿のシ
ョップ」と「巣鴨の洋品店」の差がありました。買
い手はかなり年上のお姉さま方に限定されてしまい
ます。洋品専門の販売員として新井さん（広報部長）
がかなり奮闘されていました。かなり年上のお姉さ

ま方に積極的（＝強引）に声をかけている姿を「新
井さんも悪い人だ」などと思って見ていましたが、
売上金は２０円とか５０円。やはり新井さんには悪
いことはできそうもありません。疑って、すみませ
ん。また、顔の広い新井さんは、いろいろな人から
「あら〜」とか「まあ〜」とか声を掛けられていま
したが、
「行政書士だったの？」という人も多かった
ので、私は「新井さん＝行政書士と認識されていな
い」などと大変失礼なことを言ってしまいました。
重ねて、すみません。反省。
立ち話レベルも含めると数件の相談もあり、午後
１時頃に撤収しました。本来この支部報告は、支局
長である金井善久先輩がするべきだと思うのですが、
文章を書くことは苦手だということなので私が書き
ました。しかし文章が苦手なままでは今後行政書士
として生きていくのには困ると思うので、
もう１度、
金井先輩に支局長を務めさせた方が良いのではない
かと心を鬼にして（というか、私の心はいつも鬼で
すが…）支部長に提案しようかと思っています。ま
た来年の目玉商品として、事務局の黒崎さんに白い
（？）スカイラインを提供してもらおうかと心を鬼
にして（というか、私の心はいつも鬼ですが…）堀
越副会長に提案しようかと思っていますが……。
（足利支部 杵渕 徹）
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【那 須】

無料相談会開催

毎年１０月は行政書士制度強調月間の事業とし
て、那須支部でも無料相談会を複数回実施していま
すが、今年も１０月２日（月）の那須塩原市役所内
での相談会に続き、１０月１５日（日）午前１０時
から大田原市内に店舗を構えるＴＯＢＵの１階フロ
アでも実施しました。

自動車で遠方に行くことがある。今はカーナビが
普及してきているので、目的地に行くことが簡単に
なってきている。それでもどちらに行ってよいのか
迷う場合もある。例えば、臨時の大規模なイベント
の駐車場がそうである。
ある市でのこと。大規模なイベントが開催され、
臨時の駐車場が設けられる。そしてその駐車場の案
内板が主用道路などの端に数多く立てられる。その
土地に詳しい人は、そのような案内板などなくても
容易に駐車場に行くことができる。その土地に詳し
くない人でも、案内板が詳しいものであれば楽に行
けるが、詳し過ぎると走りながら案内板を見ること
は大変であり、読むことに気を取られていると事故
になりやすい。これでは困るので、駐車場までの距
離が書かれていないものや、方向を示す矢印も一方
向のみだったりするなどの、大まかな表示の案内板
が見うけられる。
しかし、このような大まかな案内板も考え物であ
る。私もこのような案内板で苦い思いをしたことが
ある。
左方向を示す矢印があり駐車場と書いてある。
大変わかり易いので案内板を通り過ぎた直後の丁字
路を左折したら、行けども行けども駐車場らしきも
のはない。変だなと思い引き返して元の道に出た。

ＴＯＢＵでは２年前から那須支部単独で実施する
中、
“無料相談会がある”ことを多くの人に知ってい
ただくために、市の広報や町のミニコミ紙に掲載し
たことも効果があったのか、今年は２１件の相談が
ありました。
内容の大半は相続・遺言に関することでしたが、
単純に相続ということだけでなく、相続に関連する
家族問題そして不動産売買や税金の相談もあり、我
ら相談員も常に最新の法律を学び、そして身につけ
ながら対応することの重要性を感じた１日でした。
今年度は来年の２月にも予定しています。さらに
回数を増やし、地域住民の皆様のお役に立てればと
考えております。
（支局長
君島健司）
（那須支部 奥村敏雄）

そして少し行くと、先ほど見たものと同じ案内板が
立っていた。案内板に、この先○○メートル先を左
折と書いてあれば迷うことはなかったはずだ。この
案内板は、その土地に詳しい人が作ったのだろう。
自分はわかっているから、他人もわかるだろうと思
って作ったのだろうか。
（支局長 大森昭雄）
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今回は、１９８３年から９期もの長期間当会の
支局長としてご尽力された芳賀支部の秋葉会員の
事務所を訪問しました。
事務所は、益子町役場から約８００メートル東
北部に位置して国道２９４号線沿いにある。
１．氏名
秋葉憲司（あきば けんじ）
２．事務所
芳賀郡益子町大字益子３８１３−１

11．好きな言葉は
努力

３．入会年月日
１９８１年１２月１２日（実務２５年）

12．好きな色
ベージュ色

４．入会の動機
東京の測量会社に勤務中、益子カントリー 13．行政書士になって良かったと思うこと
クラブ開設の測量に来て、たまたま同クラブ
社会的キャリアのある多くの先輩と巡り合
で事務員をしていた妻と知り合い結婚したが、
うことができ、限りなく貴重な薫陶を受けて
益子で生計をたてて行くには
『これしか無い』
いることは人生の大きな財産である。
と受験した。
（試験は１回でパスした）
14．今後チャレンジしたいこと
５．専業か兼業か
まもなく還暦を迎えるが、老後は自然の山
土地家屋調査士との兼業
野草に囲まれ四季を通じて楽しめるような、
いわゆるフラワーパークを業としてやってみ
６．得意な業務は
たい夢を持っている。
農転・開発など土地利用関係
15．最後に何か一言お聞かせ下さい
７．失礼ですが、苦労していることは？
最近の世情は殺伐としていて潤いが無い。
開業して３年間くらいは全てに苦労の連続
微力ではあるが安心安全の街づくりのため手
でしたが、２５年もやっているのでなんとか
助けをしたいと心がけ町の行政機関にも適宜
処理しているものの一生勉強で苦労は尽きな
意見を述べてさせてもらっている。
い。
最後になりますが、秋葉会員は独立した事務所
８．ご家族は
を持ち補助者２名を擁して多忙を極めているご様
妻と娘の三人家族ですが、娘は東京でＯＬ 子でした。
をしていて帰って来る気がなく困りました。
役歴も支局長については、冒頭に申し上げまし
たが、支部の理事としても平成元年から現在在職
９．ご趣味は
中で積極的に運営に携わって頂いており、欠くこ
妻との小旅行で美術館めぐりして絵画鑑賞 とのできない超ベテランの行政書士で、また、兼
をしていると気持ちが安らぐ。
業の土地家屋調査士会芳賀支部長でもあります。
お忙しい中、予定時間を遙かにオーバーして大
10．モットーは
変ご迷惑をかけてしまいましたが、ご協力ありが
借金は身の破滅であり、ぜったいにしない とうございました。
ことにしている。業務は敏速誠実に。
（広報部 大石 勇）
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午前中は時間的に余裕のある中で、試験室設営を行い
ました。メインは消しゴムで机の落書きをゴシゴシと消
平成１８年度行政書士試験の試験監督員を体験しまし すことでした。ここではお伝えできないような内容が書
た。数年前から足利支部の金井善久先輩（試験監督員と かれていました。その後で早めの昼食。なぜかビスケッ
しては先輩なので…）から誘われていたのですが、事前 トや飴玉のおやつ付き。子供だまし？ 金井先輩が「ビ
の試験説明会の日が偶然（運良く）都合の悪い日と重な スコ」がもっと食べたいとのことでしたので、無理を言
ってきたこともあって、のらりくらりと断ってきました って黒崎さんから「ビスコ」をもらいました。黒崎さん
が、今年は試験説明会にも参加できそうだったので、申 も「ビスコ」好きだったならば恨まれているかもしれま
し込んでみました。
せん。食べ物の恨みはこわいので、ごめんなさい。こん
１０月３０日（月）の試験説明会を経て、試験当日の なまるで小学生低学年の遠足のような緊張感のない、ゆ
１１月１２日（日）がやってきました。前日の夜は、受 るい時間が流れました（もしかしたら、私だけ？）
。
験生は今頃大変だろうと思いをめぐらせてみたり、朝６
しかし、１１時４５分。再び担当する試験室へ向かっ
時３０分出発なので申し込んだことを後悔して金井先輩 たときに建物内の空気は一変していました。ロビー（の
のことを逆恨みしたりしていました。当日朝、ボッボ、 ようなところ）に置かれている長いすに座って一心不乱
ボッボと排気音がうるさい車で金井先輩が迎えに来てく に勉強する受験生からは、明らかにピリピリとした光線
れました。いつもボッボ・ボッボと近づいてくるのがわ が放たれています。その張り詰めた空気に再び監督員を
かるのですが、日曜日の早朝なのでいつも以上に遠くか 申し込んだことを後悔しました。自分も受験生の時には
ら響いてきます。近所迷惑です。私はこの車のことを“ボ 同じピリピリ光線を放っていたのでしょうが、受験生で
ボ・ブラジル１号”と密かに呼んでいます。ちなみに“ボ はない立場から見た受験生のピリピリ光線はキツイ。数
ボ・ブラジル２号”は事務局の黒崎さんの白い（？）ス 年前東京の資格学校へ講座説明会を聴きに行ったときに
カイラインです。やはりボッボ・ボッボとうるさそうな 体験した、自習室のピリピリ光線を思い出しました。受
車です。金井先輩の車に乗せていただき、足利市内をボ 験生が試験に集中できる環境を提供するという責任感を
ッボ・ボッボと走行中に、やはり試験監督員をされる廣 （今頃になって）ヒシヒシと感じました。
田さんが余裕の表情で犬の散歩をされているのを目撃し
午後１時に試験開始。老若男女が同じ試験問題に真摯
ました。間に合うのか心配でしたが、余裕で間に合って に挑んでいる姿は“美しく”さえ見えました。みんなが
いました。
健闘してほしいと心から祈りました（ここで、私が善人
集合時間は９時ですが、会場の宇都宮大学には８時３ であることをアピールしておきます）
。
途中試験問題をバ
０分前には到着しました。正門の近くで黒崎さんがすで ラバラと見ましたが、頭と身体に悪そうなのですぐに止
に待機されていて駐車場に入るコインを渡してくれまし めました。３時間集中して解答し続けることに敬意さえ
た。駐車場には当然のことですが、
“ボボ・ブラジル２号” 感じます。長く重い時間が流れて、午後４時に試験は無
が停まっていました。やはり早朝から愛車でボッボ・ボ 事終了しました。
ッボと飛ばして来たのでしょう。お疲れ様です。
試験前に感じた試験員を申し込んだ後悔と、１年に１
宇都宮大学には思い出があります。ここで大学入試セ 度位は初心を忘れないためにもこのピリピリした空気の
ンター試験（本当は共通一次試験でしたが、センター試 中に身を置くことの意味とを量りにかけてみました。来
験と言わないと年齢が分かってしまうので…）を受けま 年は申し込むのかどうか。今はまだ結論は出ません。来
した。受験したときにはすでに国立文系はあきらめて私 年（行政書士でいられるかどうかもわかりませんが…）
立文系に絞っていたので、１泊２日の修学旅行のようで になってから考えてみます。とりあえず、総務部をはじ
した。ホテルの部屋（わざわざ国立志望の人の部屋）に めとする関係者の皆さん、お疲れ様でした。ただの監督
みんなで集まって、
「土曜ワイド劇場」を見ました。タイ 員である私とは比較にならないほど、神経を擦り減らさ
トルは「侵略婦人」でした（なぜか頭に残っています）
。 れたことと思います（ここで、再び私が善人であること
内容については、ここでは割愛します。
をアピールしておきます）
。
宇大内の試験会場（教室）の室内前方に水道がありま
とりあえずの心配はこの文章を読んだ、金井先輩と黒
した。いたいけな私は手をあげて「その水道を使っても 崎さんから夜道に車で後ろから襲われないかということ
いいのか？」と質問しました。監督員は「使うのは勝手 ですが、ボッボ・ボッボとうるさいので、きっと気がつ
だが、おそらく数年間使っていないと思うから、飲むと いて逃げることができると思います。
お腹をこわすと思う」と答えました。場内爆笑。私も緊
（足利支部 杵渕 徹）
張がほぐれて実力以上のものが発揮できたかというと、
前述のような状態だったので、当然ながらマークシート
方式でも“奇跡”は起こりませんでした。あれからもう、
数年の月日が流れたのですね。

試験監督員を体験して…
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支局かわら版

日光そばまつり

−日光支部―

今年３月、２市２町１村の合併により新たに誕
生した「新日光市」から大変ホットなイベントを
今回はご紹介します。皆さんの中にもすでにご存
知の方も多いと思いますが、その名も「日光そば
まつり」です。紅葉も見ごろをむかえる１１月２
日から５日までの４日間、北海道や福島県など県
外から１４店舗。県内からも１５店舗、腕に自慢
のある名人が集結します。もちろんその腕は確か
なもので、
目の前でそば粉に水を加え、
団子状
（？）
に。さらに麺棒でのばして麺にカットするまでの
手際の良さとそのスピードはまさに名人芸です。
そばまつりの一番の楽しみといえば、やはりそ
ばの食べ歩きでしょう。各地から集まったそれぞ
れ工夫の凝らしたそばその味の違いを自分の舌で
確かめて、お気に入りのそばを見つけるのも楽し
いですね。

一番人気で
ある広島県にあ
る「達磨」とい
う店の「高橋名
人」がうつそば
の前では、大変
な人だかりで約
３時間待ちです
が整理券を発行
してもらえるので、いち早く訪ねてみるのも攻略
法（？）でしょうか。
その他にも物産コーナーには約６０店が軒を
連ねそば打ち道具の他、採れたての農産物や山の
幸、日光の名産品など多くの品物が店頭に並びま
す。
また、会場内の特設ステージには「素人そば打
ち段位認定大会」が行われ、腕自慢のそば好きが
段位認定に挑戦します。素人とはいえ、その技は
非常に高いレベル。解説者の実況中継を聞きなが
らその熱い戦いを観戦するのも楽しいですよ。
４日間という期間ですが、連休を挟むため沢山
の店で味比べをしたいという方は、やはり平日が
おすすめ。仕事を休んででも来る価値あり！です
よ。休みの日には少し遠くに車を止め、日光連山
を眺めながら、おなかを空かして歩いてくるのも
いいかも・・です。
今年はすでに終わってしまいましたが来年こ
そはぜひ「そばの町日光」を一日かけてゆっくり
とたずねて頂けたらと思います。
（支局長 杉山 茂）

太鼓橋（足利市）
足利市の市街地中心部に、お堀に囲まれた落ち
着いた緑の空間がある。市民から「大日様」と親
しまれている「ばんな寺」だ。
鎌倉時代の建久７年（１１９６）に、足利義兼
が邸内に持仏堂を建て守り本尊として大日如来を
祭ったのが始まりで、その子義氏が堂塔伽藍を建
立し足利一門の氏寺とした。周囲約４万平方メー
トルの真言宗の古刹である。
このお堀に架かる橋が「太鼓橋」だ。江戸時代、
安政２年（１８５５）の建造で、木製の反り橋に

瓦屋根という風情に富んだ、全国でも珍しい構造
の橋である。
お堀には、
鯉はもちろん、
カルガモも暮らし
（？）
、
付近には「カルガモに注意」という長閑な案内標
識もある。
春は桜、秋は紅葉、冬は瓦屋根に真っ白な雪を
冠し、どこまでも絵になる橋である。
（資料『足利
歴史散策』
）
（広報部 新井紀代）
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栃木県行政書士会員の動き
【退
支
小
【変
支
栃
日
那

（平成 18 年 11 月 30 日現在）
会】池田 勇会員のご冥福をお祈りいたします。
部
氏 名
退会年月日
備 考
支 部
氏 名
退会年月日
備 考
Ｈ18.11.30
Ｈ18.9.10
山
鈴木勝海
廃 業
宇都宮
池田 勇
死 亡
更】
*市町村合併または住居表示の変更に伴う変更
部
氏 名
会員番号
変更事項
変 更 内 容
木
福島健寿
1 7 7 6
事 務 所
栃木市川原田町 224 スカイハイツ川原田 A-710
光
杉山 茂
1 4 2 8 事 務 所 * 日光市瀬川 345
須
並木一義
0 0 5 6 事 務 所 * 那須塩原市宮町 4-18

事務局 年末年始休暇のお知らせ

今年も
お世話になりました

１２／２９（金）〜１／３（水）

編集後記

今年の流行語大賞は、
「イナバウアー」と
「品格」。「イナバウアー」は、得点にはな
らない技で、そんな採点されない技なんて
無駄、と言われる中、直前まで迷いながら
決断して取り入れたものだった。また、
『国
家の品格』を著した藤原さんは、
「法律のど
こを見ても“卑怯なことはいけない”と書
いてはいない。だからこそ重要なのだ」と
言った。卑怯を憎む心。どちらも、市場原
理優先の時代が失ってきた生き方である。
年の瀬、感謝と共にこの心意気を胸に、
次へ。
（広報部 新井紀代）
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佐野支部

須永

威 会員

佐野市民合唱団の設立は、須永会員を中心に、
「７人の侍」
と言われる仲間の努力により設立され、毎年発表会を第４
回まで行った。
その後卒業生が参画し、現在「第九合唱団」を組織し、
群馬交響楽団の競演のもとに毎年暮れの風物詩として、
市民の憩いに貢献している。

歌こそ人生と、歌を唄い続けて、常にチャレンジし、
これが人生の生きがいと語る。
須永会員は、青春時代から今日まで、合唱団、民謡会、
歌謡曲（カラオケ）、過去ＮＨＫ「のど自慢」にも挑戦。
最近はしみじみと人生を語らうシャンソンに興味を持ち
挑戦中とか。
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