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栃木県行政書士会 

副会長 

横山 真 

 
 
 

 
 １０月は「行政書士制度広報月間」であり、国民の利便等に資する

行政書士制度の普及浸透を図るための活動を日本行政書士会連合会、

各都道府県行政書士会が実施している。 
  当行政書士会も、無料相談の開設、ポスターによる広報、関係官公

署に対し行政書士の資格を持たないものが行政書士法に定める行政書

士の業務を行うような場合等について適正な対応を要望する等々の活

動を多くの役員、会員の協力により行っている。   
  権利のうえに眠ることなく行政書士制度の普及浸透を図る目的を達

成するためには、行政書士会という組織としての活動は当然のことと

して行わなくてはならない。 
  しかし、この様な目的を達成するためには組織による活動のみでは

なく、各々の行政書士が住民からの信頼を得ることもまた必要不可欠

のことなのだ。信頼を得ることは支持を得ることに繋がる。それぞれ

の行政書士が支持を得るということは、とりもなおさず、行政書士制

度が普及浸透したこととなる。他人から信頼を得るということはなか

なか難しいことだが、信頼を得るために必要なことの一つとして、そ

れぞれの業務についてより深い理解をし住民に対応することが挙げら

れる。 
  平成１５年に行政書士法が改正され次のような条文が追加され平成

１６年８月から施行されている。 
  第１３条の２  行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政

書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向

上を図るように努めなければならない。 
  法律の改正を待つでもなく、研修会は行われていたが、複雑化・多

様化する住民の要求に応えるためには、研鑽を積み一層の資質向上を

図ることが必要となるとの

趣旨により条文化され、研

修が制度として整備された

のだ。 
  行政書士が業務について

さらに理解を深め、住民の

要求に応え、住民の信頼を

得るためには、この研修等

の努力義務規定が追加され

た意義をもう一度振り返り、

適切な研修会を行政書士会

は会員に対して提供してゆ

かねばならない。   
  行政書士制度の普及浸透

を図るための多くの責務が

当会にもある。それらを一

つ一つ着実に実行して行く

ことが役員として果たすべ

き使命と考えるものである。 
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９月２８日、栃木県行政書士会館２階会議室で

「境界確認・払下」の研修が行われました。 
 宇都宮支部の前澤真一先生に講師をお願いしま

した。 
具体的な資料を元にした実践的な研修会でし

た。 
境界確認・払下は行政書士の業務です。一人で

も多くの会員がこの業務を行っていただければと

思います。 
（業務研修部 江藤正巳） 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１．法定外公共物の成立と境界確認 
２．筆界特定制度について 
３．公用財産の種類と管理者 
４．境界確認申請の実務 
５．用途廃止について 
６．普通財産売り払いについて 
 ・市町村処分 

   ・財産事務所処分 
   ・県有財産の処分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  文 書 タ イ ト ル 受信日 発信元 

■行政書士証票の内容の一部変更について 07/09/12 

 

日行連 

■特殊車両の通行に関する自動計測制度の導入取締等について 

（ご案内） 

07/06/14 日行連 

■法務省ＡＤＲ認証申請等に係る取組について 07/06/20 日行連 

■当局鹿沼出張所における 

不動産登記及び商業・法人登記のオンライン化について（依頼） 

07/06/20 宇都宮地方法務局 

■平成１９年地価調査結果に係る資料の送付について 07/07/04 栃木県総合政策部 

栃木県行政書士会 

「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。 

 

境境界界確確認認・・払払下下研研修修会会  開開催催  

＜研修内容＞
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 行政書士がＡＤＲ（裁判外紛争解決：Alternative Dispute Resolution）に参入する

ことの意義を皆様と共に考えることが重要との認識に立ち、行政とちぎ２００７

年４月号から不定期に、ＡＤＲと行政書士(Vol.1)のタイトルにて最新の情報をお

伝えすることになりました。今後も業務開発部としてＡＤＲ認証の目途が付くま

では継続して情報を提供して参りたいと考えます。 

（業務開発部ＡＤＲ担当 奥村俊雄） 

ＡＤＲの取組みに他単位会より遅れていた栃木県行政書士会は、昨年研究が進

んでいた茨城県行政書士会・群馬県行政書士会と合同で協議会を立ち上げ、認証

の手続きへの方針や参入分野そして能力担保の研修会等、合同で協議を開始しま

した。 
平成１６年１１月２６日、司法制度改革推進本部にて決定された「税理士、不

動産鑑定士及び行政書士の代理人としての活用の在り方については、裁判外紛争

解決手続の利用の促進に関する法律（平成１６年法律第１５１号）の施行後にお

けるこれらの隣接法律専門職種の手続実施者としての実績等が見極められた将来

において改めて検討されるべき課題とする。」を踏まえ、行政書士がＡＤＲ参入を

果たすには能力担保が必要との考えから、北関東ＡＤＲ協議会主催にて来年初頭

に小山の白鴎大学にて専門の大学教授を招いての講演を計画中です。 
皆さまのご参加をお待ちしています 

ＡＤＲ認証制度について 

栃木県行政書士会の取組み 

■北関東ＡＤＲ協議会を設置し、認証に向けて協議を進めています 

■栃木県行政書士会は手続き実施者の養成にも取り組んでいます 

手続き実施者 とは？ 

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（概論） 

紛争の解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし、国民の権利利益の適切な実現に

資することを目的に、裁判外紛争解決手続についての基本理念等を定めるとともに、民間紛争解決手

続（民間事業者が行ういわゆる調停・あっせん）の業務に関し、認証の制度を設け、併せて時効の中

断等に係る特例を定めてその利便の向上を図る。 
 認証の基準 

  1.業務対象となる紛争範囲に応じて適切な手続実施者（いわゆるあっせん人・調停人）を選任する

ための方法、手続実施者が紛争当事者と利害関係を有する場合等にその手続実施者を排除するための

方法、弁護士でない者が手続実施者となる場合の弁護士の関与に関する措置等を定めていること等そ

の業務が一定の基準に適合すること。 

2.1の業務を行うのに必要な知識・能力、経理的基礎を有すること。 
 
 
 昨年、北関東ＡＤＲ協議会にて手続き実施者の早期養成が急務と決議されました。 

それを受け、先進の茨城にて三単位会合同の手続き実施者養成講座が始まり、本年度末には栃木県行

政書士会で１０名の第１期生手続き実施者が生まれようとしています。今後２期生の募集も行う予定

です。その際は希望者を募りますのでよろしくご参加のほどお願いいたします。 

次回、「ＡＤＲの参入分野」についてもお伝えしたいと考えます 
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日／曜日 内   容 出  席  者 №頁

１日 土 宇都宮センター定期総会 会長 － 

２日 日 土地家屋調査士会相談役 小栗敏昭氏

旭日双光章受章記念祝賀会 
会長 － 

登録証交付式 会長 － ３日 月 
会計精査 柳川部長 松本副部長 ① 

制度推進部会 会長 福田副会長 石塚部長 大石副部長  
鈴木理事 

② ４日 火 

正副会長・部長・支部長会 会長 青木副会長 福田副会長 堀越副会長 
横山副会長 前澤部長 柳川部長 新井部長 
石塚部長 小林部長 松岡部長 田渕委員長 
大石支部長 殿岡支部長 高島支部長 
毛塚支部長 市村支部長 青木支部長 
篠原支部長 福田支部長 小林健一支部長 

③ 

７日 金 全国建設関係行政書士協議会総会 会長 － 

カレンダー打合せ 小室理事 ④ ９日 日 
埼玉県行政書士会 研修会 会長 － 

10日 月 
 編集会議 横山副会長 新井部長 田代副部長 手塚理事 

小室理事  
⑤ 

11日 火 法定業務研修と著作権研修に 
ついての打合せ 

小林部長 風間専門部員 ⑥ 

13日 木 総務部会 会長 青木副会長 前澤部長 毛塚副部長 
秋田理事 鈴木康夫理事 山本昭子理事 

⑦ 

14日 金 業務研修部会 小林部長 江藤副部長 長竹理事 深見理事 
風間専門部員 市川専門部員 

⑧ 

業務開発部会 会長 松岡部長 廣田副部長 奥村理事  
小泉理事 青柳理事 田沼専門部員  
金井専門部員 土方専門部員 

⑨ 18日 火 

成年後見制度研修会 松岡部長 廣田副部長 金井専門部員 
講師：田渕 徹会員 

⑩ 

入管業務情報交換懇談会の 
企画と準備 

風間専門部員 － 19日 水 

広報月間官公署訪問（那須支部） 石塚部長 － 

21日 金 入管業務情報交換懇談会 会長 風間専門部員 渡辺専門部員 
座長：岸 宏会員 

⑪ 

25日 火 福利厚生旅行打ち合わせ 鈴木康夫理事 山本昭子理事 ⑫ 

26日 水 編集会議 横山副会長 新井部長 田代副部長 手塚理事 
宮澤理事 小室理事  

⑬ 

27日 木 広報月間官公署訪問（宇都宮支部） 鈴木昇理事 － 

境界確認・払下研修会 小林部長 江藤副部長 P.3 

広報月間官公署訪問（小山支部） 鈴木昇理事 － 

28日 金 

トチの木転生プロジェクト 
解散式 

会長 － 

２００７．９  
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①会計精査  

３日 13:30～17:30 

 

【内容】 

会計精査（７～８月分） 

 ・一般会計、頒布品会計 

 ・政治連盟会計 

 ・証紙会計 

 

②制度推進部会 

４日 11:00～12:30 

 

【内容】 

行政書士制度広報月間の活動について 

 

【決定事項・検討事項】 

1.横断幕の設置（10/1） 

2.電話無料相談（10/1 10:00～16:00） 

 業務研修部に相談員を依頼 

3.窓口規制表示板を設置した官公署に訪問 

  

 

③正副会長・部長・支部長会 

４日 13：30～15：00 

 

【内容】 

1.行政書士制度広報月間の取り組みについて 

2.行政書士試験監督員の要請について 

 3.少額訴訟対象者について 

 

④カレンダー打合せ 

９日 10：30～12：00 

 

【内容】 

1.平成２０年カレンダーについて、見目陽一 

先生との打ち合わせ、レイアウト検討 

2.行政とちぎ表紙作品の選定、レイアウト検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤編集会議 

１０日 13：30～17：30 

 

【内容】 

1.行政とちぎ９月号の編集・校正 

 2.平成２０年カレンダーについて 

 3.支局長の原稿担当ローテーションについて 

 4.その他 

 

【決定事項・検討事項】 

 2.見目さんの版画「生命の樹」６点をレイア

ウトして検討→カラーとする 

 3.「おじゃましま～す」の担当ローテーショ 

  ンについて他の記事担当月と重複しないよ 

  う配慮する 

 4.行政書士制度広報月間の取り組み 

  先日の正副会長部長支部長会の報告 

 

 

⑥法定業務研修と著作権研修について打合せ 

１１日 13：30～16：00 

 

【内容】 

1.法定業務研修 

 ・研修テーマと進め方について 

 ・講師について 

2.伝達業務研修 

 ・日行連の案内を待ってから決定する 

 3.著作権研修 

  ・研修会の開催日時、講師について 

 

【決定事項・検討事項】 

 1.本日の打合せ内容を１４日の部会にて諮る 

 2.詳細ついては部会で決定する 

 3.講師依頼の準備をする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手続の概要  
平成２０・２１年（平成２０年１月１日から平成２１年１２月３１日）に栃木県が行う競争入札 
（物品の販売、役務の提供）に参加する資格の審査申請 

受付期間・時間 

【定例受付期間】１１月１日（木）～１６日（金）土曜・日曜・祝日を除く 
  ※ ただし、電子申請の場合は１１月１日９：００～２０日２３：５９まで利用可能 

（土日祝祭日も可。※１１月１５日はメンテナンスのため終日利用できません。） 
【持参申請の受付時間】午前９時～１１時３０分 午後１時３０分～４時 
★詳しくは、栃木県ＨＰ「行政手続インターネットサービス」をご覧ください。 

■競争入札参加資格審査申請(建設工事に係るものを除く)(定例受付)【物品・役務】 

情報 

提供 



－7－ 

⑦総務部会 

１３日 15：00～18：40 

 

【内容】 

1.報告事項 総務大臣表彰受賞者祝賀会決算 

2.協議事項 

(1) 新規登録者について 

(2) 福利厚生旅行について 

(3) 会員名簿について 

(4) 暴力団対策委員会 

(5) 入管申請業務取扱登録委員会の設置の 

  検討 

(6) 会長の会務処理に伴う旅費日当 

(7) 定期総会・理事会の開催日時場所 

(8) 新規採用職員の求人 

(9) 就業規則 

 

【決定事項・検討事項】 

 1.発起人会より総務部に決算報告 

2.(1) 名簿の回覧、オリエンテーション実施 

(2) 福利厚生旅行参加人数増の要請 

(3) 会員名簿のデータ校正、発刊 

(4) 暴力団対策委員会設置・規程（案）の 

  検討 

(5) 入管申請業務取扱登録委員会の設置の 

  検討（規程起案） 

(6) 会長の会務処理に伴う旅費日当 

(7) 定期総会  5/23   宇都宮で開催 

理事会  12/16～17 鬼怒川で開催 

(8) 新規採用職員の採用計画の決定 

(9) 就業規則案の検討 

 

⑨業務開発部会 

１８日 10：30～12：00 

 

【内容】 

1.成年後見について 

(1) 神奈川会訪問の報告 

(2) 研修会について 

(3) 試験の検討 

(4) その他 

2.ＡＤＲについて 

(1) 北関東ＡＤＲ協議会の報告 

  合同研修会、組織化の検討 

(2) 認証、参入分野について 

  相続分野の研修会 

(3) 第２期生募集について 

 

 

 

⑧業務研修部会 

１４日 13：30～16：30 

 

【内容】 

 1.一般研修の進捗状況について 

 2.今後の法定業務を含む研修会について 

 3.その他 

  

【決定事項・検討事項】 

 1.・産廃研修 10/26→11/8に変更 

  ・申請取次入管業務研修の主旨と日程確認 

  ・契約・内容証明研修2/14 

→渉外戸籍研修に変更 

  ・建設業（中級）研修11/29→12/7に変更 

し、ネットコアに講師依頼 

2.・法定業務研修「遺言・相続・遺産分割」 

  を 2/28,29に実施する 

  ・法人（会社法）を一般研修として1/31 

   に実施（講師：堀越氏） 

  ・著作権研修を11/29に実施 

（講師：風間、渡辺良樹） 

  ・伝達業務研修の内容に合わせて出席する。 

3.それぞれの担当、副担当を決定した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【決定事項・検討事項】 

1.(2)・大筋の流れとして初級研修会→中級 

     研修会で合意 

   ・タイムスケジュールは1/22の部会で 

    決定 

    ・成年後見制度の運営委員会の規程に 

     ついて1/22に原案提出 

    ・予算案を1/22に原案提出 

    （事前に財務経理部との相談が必要） 

  (3) ２択５０問（１００点満点）で合意 

     廣田副部長と金井専門部員に委任 

 2.(1)・組織案の提示 

    ・合同研修会の開催日程の報告 

  (2)参入分野については継続審議 

  (3)次回検討 
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⑩成年後見制度研修会  

１８日 13：30～15：30 

 

【内容】 

1.主 催 業務開発部 

2.講 師 田渕 徹会員 

3.テーマ  

 

 3.内 容 

 

 

 

 

 

⑪入管業務情報交換懇談会 

２１日 13：30～15：40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容】 

1.主 催 業務研修部 

2.テーマ 特定せず、フリートークで行う 

3.座 長 岸 宏会員 

 4.内 容  

・入管の最新情報 

  ・実務者でも悩む相談事案について 

  ・入管業務の実例紹介や個別事案のアドバ 

イス 

  ・行政書士が入管業務において犯罪に巻き 

込まれないための認識について 

  ・関連する国際業務や他の許認可との関連 

   について 

  ・その他 

 

 

 ⑫福利厚生旅行打合せ 

２５日  9：00～10：45 

 

【内容】 

 1.旅行人数の報告 

 2.旅行保険について 

 3.行程について（時間等の確認） 

 4.旅館、宴会について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑬編集会議 

２６日 13：30～16：30  

 

【内容】 

 1.１０月号の編集について 

 2.文書掲載の方針について 

 3.基本的な編集方針について 

 4.その他 

 

【決定事項・検討事項】 

 1.読者からの意見を紙面に反映する努力。 

  編集後記で呼びかける。 

 2.・事務局に届く文書のうち、会員に伝える 

べき情報をもらさない努力。 

  ・リストを共有し、確認は月末に行う。 

・ページ掲載では、形式的な文言は省き、

文書の発信元を「～より」で示す。 

 3.校正会議ではなく編集会議にする努力。 

  行事予定の中から、あらかじめ記事化する

物と日誌内でおさえる物とを決めておく。 

 4.・後追いではなく先取り情報掲載への努力 

  ・各支部の行事研修会へ支部を超えて参加

することは可能か？ 

  ・読者の声を聞く努力 

  ・「はじめての･･･」シリーズの更なる充実

のための努力。チェック段階を増やす。 

事例１：子供のいない高齢者の任意後見契約手続き 
事例２：施設にいる母に代わっての家の移転補償手続相談 
事例３：軽度認知証で独居（年金生活者）の親族についての相談 

 

事例を通じての行政書士のできる成年後見業務 

事務局よりお知らせ 

１０月は会費の納入月です 

１０月は会費（第３期）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。 
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  今般、国土交通省関東地方整備局道路部より、標記の件について、下記のとおりご案内をい 

ただきました。 

  取締りの背景には、法令遵守の立場より悪質な事業者に対する指導の端緒と位置づけており、

中小のトラック事業者との繋がりが多い行政書士会に対し、協力の依頼がありました。許可し

た大型車の適正な通行を確保し、道路の維持管理について事業者の啓蒙をしていただけるよう、

各単位会におかれましては、この機会を積極的に活用し会員各位に周知するとともに、行政書

士の業務としての通行許可申請制度に前向きに取り組んでいただけるよう喚起していただけれ

ば幸いです。 

 

記 

 

１．本年１０月より全国２４基の自動計測器を用いて得た特殊車両の運用データに基づき、 

道路法の規定に違反した事業者に対し、別紙「指導警告書」が発せられることがあります。 

２．上記違反が繰り返された場合には、別紙２「措置命令書」が発せられることがあります。 

３．更に措置命令に従わず違反行為を反復継続した場合には、刑事告発も視野に入れ対応され

ます。 

 

以上 

 

 

研修会のお知らせ「図面をＪｗ＿ｃａｄでキレイにしましょう!!」 

 
○日    時  平成１９年１１月１４日（水）１３：３０～１６：００ 
○場    所  栃木県行政書士会館２F 
○主  催  ＩＣＴ特別委員会 
○講  師  行政書士 田渕 徹  
○対 象 者  行政書士、補助者 
○受 講 料  ５００円 

 
○研修項目  種々の申請書類に添付する図面をスキャナーとＪｗ＿ｃａｄを使って、キレイな 

       図面にする方法 

○内  容  パソコンに取り入れた図面の一部を変更するには！ 

 
○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１９年１１月７日（水） 
 

Jw_cad 研修会（11/14）受講申込書 
平成１９年  月  日 

支  部         氏  名             

特特殊殊車車両両のの通通行行にに関関すするる自自動動計計測測制制度度のの導導入入取取締締等等ににつついいてて  
～～日日行行連連よよりり～～
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栃木県知事宛・宇都宮市長宛の産業廃棄物収集運搬業許可申請に係る診断書作成特別研修会を 

下記要領にて開催します。 

本特別研修を終了することにより、経理的基礎の審査基準（追加書類）にある、中小企業診断 

士などに、行政書士も含まれることとなります。 

 
○日  時 平成１９年１１月８日（木）９：３０～１７：００ 
○場  所 栃木県行政書士会館２Ｆ 
○主  催 業務研修部 
○対 象 者 行政書士 
○受 講 料 １科目 ５００円 

※前回までに何科目か受講された方はお手元の受講カードをご確認の上、当日必ずお持ち下さい。 

 受講カード紛失の場合は、全科目再受講となりますのでご注意ください。 

 途中からの入退室の場合は、修了証の発行は行いません。 

 
時間割 研修科目 講師 

１時限目 ９:３０～１１:００ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律概要 
 

未  定

２時限目 １１:１０～１２:４０ 産業廃棄物収集運搬業許可申請の実務 
 

未  定

３時限目 １３:３０～１５:００ 財務諸表に基づく経営分析 行政書士

金敷 裕

４時限目 １５:１０～１６:４０ 産業廃棄物収集運搬業の経営診断書作成の実務 行政書士

金敷 裕

○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１９年１１月１日（木）  
※４科目を終了した行政書士には、４時限目終了後、栃木県行政書士会より修了書を交付します。 

※行政書士が作成する診断書類を提出する場合は、修了書の写しを添付することとなっております。 

 

産業廃棄物収集運搬業特別研修会(11/8)参加申込書 
平成１９年  月  日 

※必要事項に○をお付けください。 

 研修科目 過去の受講済科目 11/8 申込 

１ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律概要   

２ 産業廃棄物収集運搬業許可申請の実務   

３ 財務諸表に基づく経営分析   

４ 産業廃棄物収集運搬業の経営診断書作成の実務   

 昼食（実費８００円程度）  
 

支部名  氏 名  
 

産業廃棄物収集運搬業特別研修会開催のお知らせ 
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標記の件につきまして、下記のとおり研修会を開催いたしますのでお知らせいたします。  

 なお、今回の研修を受講し、効果測定で一定の成績を収めると著作権相談員名簿へ掲載されます。

従って以前に著作権研修を受講し、効果測定に合格して相談員名簿に掲載されている相談員の 

方は対象となりません。 

 
○日  時 平成１９年１１月２９日（木） １０：００～１８：００ ※時間厳守 

 
○場  所 栃木県行政書士会館２Ｆ 

 
○主  催 業務研修部 
 
○講  師 行政書士 渡辺良樹（１、２時限目）  

行政書士 風間 洋（３、４時限目） 
 
○対 象 者 行政書士 
 
○受 講 料   ５００円 
 
○テキスト代 ２，７００円 
 
○研修内容（プログラム） 

１時限目 １０:００～１１:３０ 著作権法概論① 

２時限目 １１:４０～１３:１０ 著作権法概論② 

３時限目 １４:００～１５:３０ 著作権登録について 

４時限目 １５:４０～１７:１０ プログラム登録について 

５時限目 １７:２０～１８:００ 効果測定 

 

※効果測定の結果、一定の成績を収めると著作権相談員名簿に掲載されます。 

※全課程出席者には日行連会長と中央研修所所長の連名で受講証明書が発行されます。 

 

○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１９年１１月２０日（火）  
 
※ テキスト発注の都合上、早めの締め切りとなっております。ご注意ください。 
※ 研修会にお申し込みされて、締め切り日以降にキャンセルされた場合は、テキスト代を 

いただくことになりますのでご了承願います。  

 

「著作権研修会」（11/29 開催）参加申込書 

平成１９年  月  日 

 

支部名 氏   名 29 日（昼食） 

 

 

  

※ ご昼食（実費 800 円程度）をご希望の方は、○印をつけてください。 

 

「著作権研修会」のお知らせ 

受講料、テキスト代、昼食代（希望者）は研修会当日に集金いた

しますので、なるべくおつりのないようにお持ち下さい。 
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○日  時 平成１９年１２月７日（金）１３：３０～１５：３０ 

 

○研修内容「決算報告書から建設業の財務諸表への転記について」 

（1）売上が建設工事のみの場合 

（2）売上に兼業を含む場合 

（3）兼業売上原価報告書の作成 

 

○場  所 宇都宮市総合コミニュティーセンター  

宇都宮市明保野町７－１ 

（宇都宮文化会館北隣り） 

ＴＥＬ ０２８－６３６－４０７１  

 

○主  催 業務研修部 

 

○講  師 経営状況分析センター ㈱ネットコア 

 大 澤 章 利 様 

 

○対 象 者 行政書士または会員の事務所に勤務 

している方（１事務所 1名に限る） 

 

○受 講 料 ５００円  

 
○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１９年１１月２０日（火） 
 

※ 受講は原則１事務所１名とし、先着１００名で定員になり次第締め切りいたします。 

 

※ 申し込み者の人数によっては、会場が「栃木県行政書士会館」に変更になる場合があります。 

（変更になった場合のみ、ＦＡＸにて会場変更のお知らせをいたします） 

 

建設業「財務諸表の作成」研修会(12/7 開催) 参加申込書 

平成１９年   月   日 

 

支 部 名 行政書士氏名 ＊１ 

  

事務所電話番号 事務所ＦＡＸ番号 
 
    －   －  

 
   －   －  

    ＊１ 出席者が行政書士本人でない場合も、行政書士の氏名をご記入下さい。    

建設業「財務諸表の作成」研修会のお知らせ 
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「新会社法・設立編」研修会のお知らせ 

 ○日   時  平成２０年１月１７日（木）１０：００～１２：００ 
○場   所  栃木県行政書士会館２Ｆ 
○主  催  業務研修部 
○講  師  行政書士 堀越 功 
○対 象 者  行政書士、補助者 
○受 講 料    ５００円 
○テキスト代  １，０５０円 
○研修内容  新会社法による会社設立について 
 
○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１９年１１月１５日（木）  

 
※テキスト発注の都合上、早めの締め切りとなっております。ご注意ください。 
※研修会にお申し込みされて、締め切り日以降にキャンセルされた場合は、テキスト代を 
いただくことになりますのでご了承願います。           

 

新会社法研修会（1/17 開催）受講申込書 
 

平成１９年  月  日 

支部名               氏 名            

            このページの研修会は同日開催で～す!! 

 

「内容証明作成業務～初・中級編～」研修会のお知らせ 

○日    時  平成２０年１月１７日（木）１３:００～１６:３０ 
○場    所  栃木県行政書士会館２Ｆ 
○主  催  業務研修部・宇都宮支部 
○講  師  行政書士 小平裕一 
○対 象 者  行政書士、補助者 
○受 講 料  ５００円 
○研修内容  内容証明作成の法律知識 
○内  容  クーリングオフなど内容証明作成に関して必要な法律知識を学びます。 
 
○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２０年１月８日（火） 

 

内容証明研修会（1/17 開催）受講申込書 
 

平成１９年  月  日 

支部名               氏 名            
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○日   時 平成１９年１１月１５日（木）１３：３０～１６：５０ 

○場   所 栃木県行政書士会館２Ｆ 

○主  催 業務研修部 

○講   師 行政書士 横山 真、齋藤 裕、岡井正樹 

○対 象 者 行政書士 

○受 講 料  ５００円 

○研修項目と内容 

 時  間 研修項目 

１時限目 １３:３０～１４:３０ 行政書士の取り扱い業務について 

２時限目 １４:４０～１５:４０ 

諸証明書交付申請及びその見方 

・戸籍、住民票、納税証明書、公図の写しの取得方法および 

これらの書面の見方の概略を解説 

３時限目 １５:５０～１６:５０ 事務所経営と報酬額の考え方について 

○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１９年１１月９日（金） 

基礎研修会（11/15）受講申込書 

平成１９年  月  日 

支  部         氏  名             

 

 

 

 

 

 

【芳 賀】 

 
 
芳賀支部役員会を９月１２日（水）午後２時０

０分から芳賀教育会館において、１５名中１３名

の役員が出席して開催しました。 
 会議の内容は、来たる１０月全国一斉に実施

される行政書士制度広報月間に伴う支部としての

実施要領、その他について協議した。 
＜協議結果について＞ 
１．県書士会指定の１７官公署訪問先については、

可能な限り早期に実施する（１０月１０日まで

に終了する）こととし、訪問する者を２名１組

として指名した。 
２．行政書士業務のＰＲ活動実施 
  １０月６日（土）午後２時００分から、ホー

ムセンターカンセキ真岡店において、真岡市内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住支部員によりパンフレット、ティッシュ等を 
配布して広報を実施することとした。 
３．研修旅行の実施 
  例年１０月末に実施していた業務研修会を本

年は研修旅行に切り替え、１０月２７日（土）

に実施することとした。 
  研修先については、足尾銅山方面として『わ

たらせ渓谷鉄道』に乗車して車窓から紅葉の渓

谷美を眺め、更に富広美術館等を鑑賞する。 
４．その他 
  長岡副支部長から『成年後見制度について今

後行政書士は如何にあるべきか』と提言があり、

意見交換をして今後の課題とした。 
（支部長 大石 勇） 

基礎研修会開催のお知らせ 

 支 局 情 報 

支支部部役役員員会会  開開催催  
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【塩 那】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
塩那支部は、９月８日研修旅行を行った。

参加者は、１５名。台風９号が関東地方を通

過した翌日だったが、天気はよかったので、

予定通り矢板駅前始発、支部内各地で参加者

を乗せ目的地に出発した。 
お昼ごろ三峰神社に到着し、昼食後、参拝

をする。三峰神社は境内も広くゆっくり散策

できればよかったが時間がなく、本殿前で記

念撮影をして急ぎバスに乗る。期待していた

長瀞ライン下りは川の増水で早々と中止の知

らせ。バスの中からライン下りの船着場付近

を見ると船は１艘もなく濁流状態で、「こりゃ、

だめだわ。」とあきらめる。 
代わりに近くの宝登山（ほどさん）ロープ

ウェイに乗り山頂の小さな神社にお参りする。

当日は無風状態でゴンドラの中は暑くて汗だ

くだく。 
行き帰りのバスの中は、談笑したり居眠り

したりそれぞれ参加者一同親睦をはかりなが

らの楽しい日帰りの旅だったが、不運にも台

風一過で残暑の厳しいなか、予定した行程ど

おりいかず、皆さん少々お疲れになったと思

います。 
今回参加できなかった会員も、次回はぜひ

参加してください。 
（支局長 長谷川久夫） 

 
 
 
 
 
 

【足 利】 

 
 
 前回の支局情報で報告致しました、支部研

修会が予定通り９月２７日（木）午後３時か

ら足利市民プラザで開催されました。テーマ

は「新会社法について」で講師は堀越功会員

（県会副会長）でした。ちなみに「都のお菓

子部長」や「洗い機よ～♪」に続く第３弾を

期待して「堀越副会長」や「功副会長」など

複数の入力を試してみましたが、まともな変

換しかしてくれませんでした。やはり無欲で

ないといけないのかもしれません。 
 研修会自体は堀越副会長が講師ですので、

楽しいハプニングもなくつつがなく終了（研

修会としてはそれで良いのでしょうが･･･で

も、ねぇ）し、研修会終了後に懇親会もなか

ったので、型通りの研修会報告をしたくない

支局長としては今ひとつ気分が乗らないまま

この原稿を書いています（書かないと“洗濯

機オネーサン”に怒られますので･･･）。参加

人数は１８名（佐野支部の２名を含む）で、

支部役員会や支部総会のときとだいたい同じ

人数です（支部役員会と支部総会の出席人数

がほぼ同じというのも感慨深いものがありま

す）。 
 ９月１日に正式決定をしたばかりの研修会

ですので、講師の堀越副会長と殿岡支部長に

おかれましては通常業務でお忙しい中、準備

が大変だったことと思います。本当にどうも

有難うございました（と常識人を装って労を

労う）。時間のない中でクオリティの高い講義

をしていただき、参考になりました（と、さ

りげなくゴマをする。）冒頭の殿岡支部長の

「研修会で聞いただけでは駄目で、自分でそ

の業務をこなして初めて本当に理解ができ

る」というお言葉にも、目からウロコが落ち

る思いがしました。素面（しらふ）のときの

支部長もさすがです（と、これも一応誉め言

葉？）。最後に、今回はカ×イ先輩やキ×ラ

さんに関しては、皆様にご報告することはあ

りませんでした。すみません。 
（支局長 杵渕 徹） 

 
 
 
 

支支部部研研修修旅旅行行でで秩秩父父方方面面へへ行行くく  研研修修会会開開催催  
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【那 須】 

 
 
 ９月２９日土曜日、那須支部では、会員と

補助者ら１８名の参加で、平成１９年度の茨

城県大洗・笠間方面への親睦旅行を実施しま

した。 
まずはアクアワールド大洗を目指し、６時

１０分に日帰りバス旅行のスタートです。途

中、道の駅で休憩を入れながら、アクアワー

ルドには開館時間に到着、入場できた為、水

族館内をじっくり見学し、イルカ・アシカの

オーシャンライブも楽しめ、あっという間の

３時間でした。 
 昼食は、那珂湊おさかな市場にある多くの

店の中から各自が選んだため、海鮮丼や回転

寿司など、市場の味を満喫できたのではない

でしょうか。 
 
 
 
 
 
９月１６日の日曜日、総合グラウンドで市

民体育祭が開催された。 
 開会式も終わり、スケジュール通り進行し

ていた。ところが、学生リレー（小学１年生

から中学３年生まで）のメンバーの１人、５

年生が集合時間を過ぎても来ていない。どう

したのだろうと騒ぎになった。各選手には、

「出場時間の１時間前までに必ず集合」との

連絡がしてある。しかし役員の連絡ミスか、

あるいは無責任なのかは不明だが、いずれに

しても来ていない。このままでは、棄権する

しかない。 
 個人種目であれば単に棄権で済むが、こと

団体競技に関してはそうもいかない。せっか

く選手に選ばれて、この日を楽しみにしてい

た子どもたちに迷惑が掛かる。 
 役員たちは何とかしようと必死に連絡した。

応援に来ていた子ども達に声もかけた。 
「君、何年生？５年生ならリレーに出てくれ

ない。」 
「６年生です。」 
「君は？」 
「３年生です。」 
うまい具合に５年生の代役が見つからない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 最後の目的地は、笠間稲荷神社とその周辺

です。笠間稲荷神社の広い境内や、その周辺

の店などを散策し、帰途につきました。 
 企画、運営をしてくださった事務局を始め、

支部役員のお骨折りにより、参加者は親睦を

はかりながら楽しい時間を過ごすことができ

ました。 
（支局長 冨田倫子） 

 
 
 
 
 
そこへ３年生の選手のお母さんが登場。 
「どうしたの。なんかあったの？」 
「５年生が来なくて、リレーができないの

よ。」 
「えー、うちの子楽しみにしてたのに。まっ

たく！・・・５年生ならだれでもいいのかな？」 
「だけど時間がないよ、今から間に合うの？」 
「ちょっと聞いてみるね。」 
おもむろに携帯電話をとりだして、連絡する

こと数分間。なんと代役が見つかったのだ。 
 スタート５分前に代役の５年生が登場。一

躍本日の大スターとなってしまった。本人は

訳もわからずキョトンとしている。が無事終

了。 
 代役君は弁当と抱えきれない程のジュース

を貰ってにこにこしながら帰って行った。役

員一同深々と頭を下げて感謝。 
 それにしても、お母さんたちのネットワー

クには驚かされた。携帯電話全盛の時代とい

うこともあるが、あれほど見事に代役を探す

だけの情報網を持っているとは、驚くばかり

だ。 
（支局長 白澤 茂） 

那那須須支支部部会会員員親親睦睦旅旅行行  
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氏名  山宮 純（やまみや じゅん） 
 

事務所 宇都宮市江曽島本町３－２８ 
 

入会  １９９５．８．３ 
 
 お彼岸とはいえ、残暑の厳しい日の午後、白く

て可愛い事務所を訪問。ご自宅も町内とのこと。 
 
入会の動機  

そろそろ、世に言う「定年」を迎える頃、

気力も体力もあるので「さて、これからどう

するか」考えた時―世間に恩返し―できるか

も知れない、と行政書士登録をされた由。 
   山宮会員は、元宇都宮市議会議員という経

歴の持ち主。過去に、お名前も知らない多く

のかたたちからたくさん応援をいただいたと

いう思いからなのだそうです。 
 
得意業務   

頂いた名刺に、見慣れない「企業経営法務

コンサルタント」とあるので、お聞きすると、

これが重要。中小の企業経営者から、契約書

をはじめ、各種書類等のチェックを依頼され

たり、相談、指導などさまざま。友人知人も

含め、会社経営のかた達が、相談しやすいお

年頃なのでしょうか。 
 
信条  

「今の立場で恩返し」これだけです。 
 
行政書士になってよかったこと 

   相談にこられた人たちに対し、親身になっ

て動いていると、こちらが忘れた頃、わざわ

ざお礼を言いに来られたりするが、その「助

かりました。ありがとう」の一言を聞いたと

き、行政書士を開業してよかったと、しみじ

み思う、とおっしゃる。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
趣味  

写真と作詞。 
   えっ？ 詩人なんですか？ 全国大衆音楽

家協会に所属。かつて、第４回関東甲信越作

詞作曲コンクール、詩の部門で、第１位をと

られたそうです。 
   若い頃は、工業学校に通っておられ「工科

生、サイン・コサインの音がする」(ちょっと

古めかしくて良いですね)なんて言われてい

たのに…だそうです。 
 
 かなり先輩なのに、どこか若々しい。何故かし

ら？と探ると…。お話の中に「無駄なこと出来な

い人はダメね」「オシャレは自分が楽しむことか

ら」。フムフム…そうなんです。大変お洒落な、

チョイワル系オヤジです。 
 ボランティアにも積極的で、街おこし。文化人 
（たとえば埋もれているバイオリニスト）と喫茶 
店を結びつけて、ご自分も楽しみながら活発な商 
業地域をつくるなど、県内各地で実績があるそう 
です。 
今考えているのは、タンスや納戸にしまわれっ

放しの鯉のぼりを、お天道様に、一挙に大々的に

晒す。その場所は、宇都宮城の広場が良いね。 
うわぁ楽しみですね。孫連れて行ってみたいわ。 

 
これからの行政書士にひとこと 

   既存の仕事、昔からの行政書士の仕事を基

本にして、さて自分は？と考えれば、自分に

しか出来ない、自分らしい業務は必ず見つけ

られる。高い山に登るなら、一歩ずつゆっく

り。あせって、あわてて、早く、高くと思う

と失敗するね、と。貴重な言葉をいただきま

した。 
     （宇都宮支部 山本昭子） 

おじゃましま～す！ 
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交 差 点 
 
日時 ９月１日（土）４時 
場所 那須温泉 オオシマフォーラム 
 
平成１８年事業計画 
平成１８年決算報告 
平成１９年事業計画（案） 
が可決された後、事業組合（ＬＬＰ）についての

詳細な説明があり、設立に向け今後検討していく

ことを賛成多数で可決された。 
 総会終了後、モンゴルより来日している馬頭琴

奏者の歌と演奏を鑑賞し、懇親会に移行した。翌

日はモンゴルの住居ゲルの見学も行われた。 
（広報部 手塚理恵） 

 
 
 
 

「くらしの館」と「ふるさと物産センター」は、

大田原市にあります。この地域は、もともと黒羽

町でしたが、平成１７年１０月１日に大田原市、

湯津上村と合併し、大田原市になりました。 
「くらしの館」と名付けられた建物は、今から

約１６０年前に須賀川地区で建てられた民家を、

昭和６３年８月に移転・修復したものです。当時、

一般的な農家であった嘉藤家の住宅でしたが、移

転されるまでの約１４０年間、ほとんど改修され

なかったといいますから、驚きです。国道２９４

号線沿いにある、茅葺屋根が特徴の建物なので、

付近を通るととても目を引きます。 
郷土資料館になっていますので、実際に建物の

中に入り、展示されている大八荷車、足踏み脱穀

機、俵編み機、荷鞍、油搾り機、帳場格子などの

昔の生活用品を見て、当時の住まいと暮らしの移

り変わりを感じることができます。また、この建

物は、絵画などを展示するギャラリーにもなりま

す。お年寄りが編んだ籠があったり、その場で直

接購入することができる葡萄が並んでいたりと、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
通常の「郷土資料館」のイメージとは異なり、

改まった形ではなく、気軽に訪れることができる

場所です。 
くらしの館に隣接する「ふるさと物産センタ

ー」は、黒羽地区の採れたての野菜や土産品、特

産品を展示・販売しています。食事は、蕎麦やう

どん、手作りコロッケ、カレーライスをいただく

ことができます。特に蕎麦は、地元である八溝山

麓の寒暖差の厳しい自然の中で育てられた蕎麦粉

を使用しています。そして、食事をしながら、ガ

ラス窓越しに蕎麦打ちの様子を見ることができる

ため、美味しさも倍増です。また、この物産セン

ターで働く方々の温かい

人柄が、ここを訪れる多

くの人を満足させてくれ

ているのだろうと感じま

した。 
 この施設を訪れることを目的とするのはもちろ

んのこと、「道の駅」ではありませんが、お手洗い

や駐車場も完備されているため、ドライブ中の休

憩にもピッタリです。 
（支局長 冨田倫子） 

 
＜くらしの館・ふるさと物産センター＞ 
営業期間：第２・４木曜日を除く毎日 
所在地：栃木県大田原市黒羽向町１４２２－１ 
料 金：入館無料 
 

くらしの館・ふるさと物産センター ～１６０年前のくらし～ 支局かわら版 
那須支部 

車車庫庫証証明明申申請請宇宇都都宮宮セセンンタターー運運営営協協議議会会  定定期期総総会会開開催催  
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              ～はじめての経審その 3～ 

 

 

 

 

 

 

 

 
それでは改めまして、 
＜けいしん＝経審＝（経営事項審査） 審査当日の準備にむけて＞ 

 
 

１９年５月３１日が審査基準日であるＡ社について、９月の経審申込みにより、審査日は翌月の 
１０月２６日に決まりました。 
経審シリーズ最後の今回は、準備作業に奮闘するアドちゃんの様子をお伝え致します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いよいよ今回は、経審のまとめです。 

その前に、前回までの記事で、より正確な記載をするべきという

ご意見をいただきましたので、至言と受け止め、ここで、略称と

正式名称につき、整理いたします。 

  経審＝経営事項審査   経営分析＝経営状況分析 

根拠法律は、それぞれ建設業法第 27 条の 23、24 です。 

 

■ 審査の添付書類である経営状況分析結果通知書について 

 

経審申込みと同時期の９月に経営状況分析申請を登録経営状況分析機関に送付、数日後に分 
析機関より申請内容についての質問が、受任者である行政書士（アドちゃん）に連絡があった 
ので、税務署に提出した決算書などをＦＡＸ送信するなどして説明対応し、了承された７日後 
の１０月１０日！分析結果通知書が行政書士に直接送付されました。 
（経営状況分析結果通知書を受領すること等の委任状添付により、当該分析結果通知書を行政 
書士が直接受け取ることが出来ます） 

 
 
■ 書類を作成するために預かる資料や確認事項について（詳細は手引きにて確認のこと） 

 
＊  一人別源泉徴収簿（氏名・生年月日・給与金額・控除金額・源泉税などが記載） 

基準日現在の職員（常勤する役員＆社員）を把握し、職員名簿作成の為に必要。 
兼業部門のある業者は、建設業と兼業の職員の人数について明確にすること。 
（一定額以下の低賃金の者やパートの者は、職員と認められない場合があります。） 

＊ 国家資格技術者等・監理技術者・経理事務士の資格証 
＊ 確認事項及び証明書類の取得 

   □社会保険・労働保険（労災＆雇用）・法定外労災加入の有無、労災事故や賃金不払の有無 
   □建設業退職金共済・中小企業退職金共済又は退職金規程の有無 
   □企業年金加入の有無、防災協定締結の有無、公認会計士雇用の有無 

□税務署にて消費税納税証明（その１）を取得する 
     これは、税務署に提出した消費税確定申告書の申告額と照合するものです。 
     本人が取得するか、委任状を頂いて代理人として取得します。 

□退職金共済への加入を証明するため、加入証明書を取得します。 
     本人が取得するか、本人の依頼を受けて必要書類を持参し取得することもできます。 
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■ 当日提出する書類について 

以下①～⑤及びＡ～Ｆです。 
  
① 経営規模等評価申請書及び総合評定値請求書（注１） 
② 工事種類別完成工事高 
③ その他の審査項目 
④ 技術職員名簿 
⑤ 経営状況分析結果通知書 

 
①～⑤ 左上をホチキス綴じし、正本１部・写し１部を提出。 
審査後に、写し１部に受付印が押印され返却されます。 

 
 A 表紙（任意で作成。許可番号・商号と代表者名を記入） 
 B 工事経歴書（変更届に添付したものと同じ） 
 C 技術職員以外の職員名簿 
 D 財務諸表（変更届・経営状況分析申請に添付したものと同じ） 
 E 手数料証紙はり付け書（栃木県知事許可建設業者の場合は、栃木県証紙を購入して貼付する） 
 F 申請代理人委任状（行政書士として書類作成等の委任を受けた場合） 
 
   A～F の順に並べて袋とじして、正本を１部提出します。 
 

以上、経験をふまえ、新しい分野へ歩き出す一歩としての指針になればと、全体的な概略 
を説明いたしました。 
審査項目を証明するために持参し提示する書類、書類作成方法については「経営規模等評 

価申請及び総合評定値請求の手引き」に詳細がわかりやすく説明されています。 
また、審査の前日には、自分が審査員になったつもりで、申請書類や提示書類を再確認し 

ましょう。 
これで準備が完了です。 

  
アドちゃんは、審査の日、会社の担当者に同行の上、審査会場にて受付、番号札をとって 

順番を待ち、審査を受けました。 
 

「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」ですが、翌々月には、栃木県より、 
申請会社宛に郵送にて、届けられます。（注２） 

 

（注1）総合評定値の請求 
 (1)  総合評定値とは「経営規模等評価」の結果と「経営状況分析」の結果をもとに 

算出された数値です。 
 (2)  この総合評定値は申請者が請求した場合にのみに算出され、その結果が「総合 
   評定値通知書」として通知されます。（「経営規模等評価結果通知書」と同じ通知 

書となります。） 
 (3)   この総合評定値の請求は任意ですが、入札参加資格審査申請を行う場合、この 

「総合評定値の通知」を受けていることを、ほとんどの国、地方公共団体等の公 
共工事の発注機関が要件としているようです。経営規模等評価の申請と同時に総 
合評定値の請求もするようにして下さい。 

 
（注２）経営事項審査の有効期間 
 (1)  経営事項審査の有効期間は、審査基準日から１年７ヶ月です。 
 (2)  入札参加資格が２年間ある場合でも、この有効期間が切れると公共工事の請負 
   契約を発注者と締結（受注）することができなくなります。経営事項審査は毎年 
   受審する必要があります。 
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（平成 19年９月 30 日現在） 
【入 会】                             

 支部・氏名 
入会年月日 

登録年月日 郵便番号 事   務   所 電   話 

小  山  

作道みゆき 
H19.9.15 

323- 

0034 
小山市神鳥谷 3-9-24 0285-23-6172

塩   那  

髙津戸興一 
H19.9.15 

321- 

0502 
那須烏山市熊田 601-2 0287-88-8673

【退 会】 笹崎利夫会員のご冥福をお祈りいたします。 
支 部 氏 名 退会年月日 備 考 支 部 氏 名 退会年月日 備 考 

塩  那 笹崎利夫 H19.8.19 死 亡 宇 都 宮 塩田 滋 H19.9.30 廃 業 

 
【変 更】           

支 部 氏 名 変更事項 変 更 内 容 

宇 都 宮 齋藤 保 
事 務 所 

電  話 

宇都宮市上大曽町 398-2 NAKAHARAⅠ 101 号室  

TEL 028-611-3141 

宇 都 宮 齋藤丈威 
事 務 所 

電  話 

宇都宮市上大曽町 398-2 NAKAHARAⅠ 101 号室  

TEL 028-611-3142 

 
 
 

波之利大黒天（旧 足尾町 現 日光市） 

木口木版画 15×10cm 1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

栃木県行政書士会員の動き 

このたび私は、広報部担当になり、行政書士会の広報
のあり方について認識を新たにしました。今までは、漠
然と人ごとのように思っていました。それがいざ担当し
て、｢行政とちぎ｣の編集にかかわって、これまでやるこ
とが、会員にどう役に立っているかと感じました。 
広報部の目的は、いかに会員に役に立つ情報と行政書

士の業務を社会的に認識していただくかを挙げるよう務
めるものであると思います。 
そこで、このたび｢行政とちぎ｣９月号について、会員

から貴重なご意見を頂きましたとお礼申し上げます。こ
れからも会員からのご意見を頂きお願いします。編集を
携わるものにとって、会員からのご意見は何より励みに
なります。                 (宮沢)

編

集

後

記 

行政とちぎ１０月号 №370 
発行人  栃木県行政書士会 
〒320-  宇都宮市西一の沢町１番 22号 
 0046  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 
編 集  広報部 
定 価  250 円 
印刷所  有限会社 高久印刷 

（栃木県行政書士会員の購読料は会費の中に含まれます。）

 ９７年の秋、県道鹿沼－足尾線を思川に沿 
って、粟野町から足尾町へ向かった。朝日を 
浴びた紅葉に心を打たれながら、粕尾峠を越 
える。 
 足尾町は今、深く切ない歴史を乗り越え、 
多彩な自然と共存しながら、深山の中に繁栄 
していた。 
 街並みを通る旧街道に出て、渡良瀬渓谷に 
架かった大黒橋を渡り切ると右側に岩盤をく 
り抜いた奥深い洞穴がある。その中に波之利 
（はしり）大黒天が満面に笑みをたたえて、

俵の上に立っていた。７０ｃｍくらいの高さ

で、今にも俵から下りてきて、語り掛けてく

れそうな雰囲気があった。 
 足尾町の文化財資料によると、勝道上人の

作といわれている古来の波之利大黒天は、台

上２０ｃｍの小さな木像で、赤沢の宝増寺に

安置されている。作年などは不明である。現

在の祠と大黒天は、１９５６年の大黒橋架け

替え時に造られたものであり、古来の祠は向

かって右やや下の場所にあった、とある。 
 この波之利大黒天は彫りが滑らかで、ふく

よかさが全身からにじみ出ている。吸い込ま

れそうな素晴らしい笑顔で「行き交う旅人に

幸あれ」とエールを送り、足尾町の繁栄を見

守ってきたのだろう。 
「木口木版画 見目陽一の世界」より
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