2008.4 No.376
c o n t e n t s
目次・今月の版画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２
「平成１９年度 行政書士試験実施結果報告会」に出席して ・・・・・３
書士会日誌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３～６
支局情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６

x
e
d
n
I

開発関連担当窓口および土地開発指導要綱等の変更について（那須塩原市）
・・・・・・・・・・・・・・７～８
受信ｂｏｘ・こんな文書が届いてます ・・・・・・・・・・・・・・・８
はじめてのシリーズ 株式会社設立編その１ ・・・・・・・・・９～１０
支局かわら版（栃木支部） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
アドちゃんの談話室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
木もれび ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２
政連だより ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２
会員の動き・編集後記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３
会員ギャラリー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４

辰之口の山の神（旧 黒羽町 現 大田原市）
木口木版画 10×15cm 1998
黒羽町から白河に向かう国道２９４号街道
筋に高岩神社がある。その近くの辰之口に丘
のようになだらかな岩山があり、馬頭観音や
念仏の石塔などとともに、西向きに山の神が
祭ってある。
何の飾り気もない石塔に大きな文字で「山
の神」と刻まれているだけだが、石塔の後ろ
にある樹齢数百年ぐらいの見事なエドヒガン
ザクラの大木とともに、農耕作にまつわる話
が伝えられている。
アユやカジカが生息できる清流豊かな那珂
川の河岸段丘の上になっているこの辺りは、
水田が開けている。
黒羽町の資料によると、この桜は春を告げ
てくれる。そして人々が田を耕し、苗代の準
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備などを始めると、山の神さまは田の神さま
になると信じられていた。この岩山は、高岩
の深い渕にすむ竜神さまの頭であるとも信じ
られ、日照りの時、岩山に立ってお祈りした
ら降雨があった。そして秋になり、稲の取り
入れが済むと、辰之口に降りた田の神さまは、
また山の神さまに戻られるのだという話があ
る、とある。
今は地域の人たちによる奉賛会があり、12
月17日と正月の17日には山の神祭りが行なわ
れている。
芭蕉もこの山の神とエドヒガンザクラを見
たことだろう。
「木口木版画 見目陽一の世界」より

栃木県行政書士会
「平成１９年度 行政書士試験実施結果報告会」に出席して
去る３月１４日（金)午後１時３０分より東京八
重洲富士屋ホテル櫻の間で行われた標記の会に出
席して参りました。
開会のあと財団法人 行政書士試験研究センタ
ー理事長 木寺 久 様 の挨拶があり、
「昨年１１
月１１日（日）に実施された試験が円滑に行えた
ことは関係者各位のご尽力と深く感謝を申し上げ
ます」との内容でありました。
続いて、
「地域活性化と行政書士の役割」という
演題で、日経公告研究所主席研究員・都市ジャー
ナリスト 森野 美徳氏 の講演がありました。こ
れは講師が現役時代新聞記者として全国を歩いた
時、その土地土地で他に類を見ない様相を写真に
して「地域の活性化と今後の展望」という演題で
お話をしてくれました。

そして、試験に携わった責任者５年以上の方々
に感謝状贈呈があり、報告会へと移りました。こ
の件は責任者の体験報告が三件あり、この中には
驚くべき事案発生があった次第です。
また、平成１９年度行政書士試験実施結果につ
いては全国での受験申込者数８１，７１０人・受
験者数６５，１５７人・受験率７９,７４％・合格
者数５，６３１名・合格率８．６４％、先にも「行
政とちぎ」で報告いたしましたが、因みに栃木県
では受験申込数１，０７５人・受験者数８６０人・
受験率８０．００％･合格者数４４人・合格率５．
１２％でありました。
その後、意見交換があり午後４時３０分終了い
たしましたことをここにご報告いたします。
（宇大峰キャンパス試験場責任者 青木 勇夫）

書士会日誌
日／曜日
５日 水

内
容
栃木県情報システム課と打合せ

10 日

月

宅建業電子代理申請研修会
編集会議

11 日
12 日

火
水

13 日

木

16 日
19 日
25 日

日
水
火

27 日

木

成年後見講演会
三士会
ＴＩＡ相談員名簿作成について
総務部会

正副会長会
臨時理事会
会計精査
登録証交付式
制度推進部会
ＴＩＡ無料相談会について
業務研修部会

31 日

月

北関東ＡＤＲ協議会
業務開発部会

２００８．３
出
席
者
関副委員長 田渕理事 山本護理事
白澤専門委員
田渕理事 山本護理事 白澤専門委員
田代副部長 手塚理事 宮澤理事 小室理事
横山理事
松岡理事 金井専門部員
会長 福田副会長 石塚理事
小林理事 深見理事
会長 青木副会長 堀越副会長 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
会長 青木副会長 福田副会長 堀越副会長
堀越会長職務代理者 松本部長 根岸副部長
前澤部長
福田副会長 石塚部長 岩本理事 鈴木昇理事
石塚部長 小林部長 江藤副部長 深見理事
風間専門部員
横山副会長 小林部長 江藤副部長 岡井理事
長竹理事 深見理事 風間専門部員
松岡部長 奥村理事 田沼専門部員
福田副会長 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
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№
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

⑧
⑨
⑩
－
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

④成年後見講演会
１１日 13:00～16:30

①栃木県情報システム課と打合せ
５日 10:30～12:00
【内容】
1.電子申請システム更新に関する協議
【決定事項・検討事項】
1.３月中に行政書士代理申請の多い業務一覧
を作成してほしい
2.今後も行政書士代理申請に関する協議を行
う。

【内容】
1.主 催 東京都行政書士会
2.場 所 牛込箪笥町区民ホール
3.講 師 筑波大学法科大学院長
新井誠氏
4.テーマ 成年後見制度の実情と課題

⑤三士会
１２日 11:00～12:30

②宅建業電子代理申請研修会
５日 13:30～16:00

1.主 催 ＩＣＴ特別委員会
2.講 師 田渕 徹会員
3.テーマ 宅建業電子申請システムについて
4.内 容
・宅建業電子システムの紹介
・電子申請の手順、利用者申し込み
・申請書の作成、送信、確認
・手数料等の電子納付
・添付書類について
③編集会議
１０日 13:30～16:20

【内容】
1.各士会近況報告
(1)行政書士会
・法改正（聴聞代理）
(2)土地家屋調査士会
・オンライン申請について
・ＡＤＲについて
・登記について（街区基準点に関すること）
(3)司法書士会
・会則改正
・本人確認を行う
・オンライン申請
・登記所の統廃合（鹿沼、黒磯、佐野）
・ＡＤＲについて
【決定事項・検討事項】
1.三士会は平成２０年度は司法書士会
2.過年行っていた三士会での無料相談会を復活
しましょうとの話が調査士会のご意見につい
て当会としては検討すると回答。

⑥ＴＩＡ相談員名簿作成について
１２日 15:30～17:00
【内容】
1.ＴＩＡ相談員名簿作成について
2.ＴＩＡ無料相談会について打合せ

【内容】
1.行政とちぎ 3 月号の校正
2.その他
【決定事項・検討事項】
2.行政書士の日のイベントの反省点
・当日の内容を把握しきれていなかった
・当初予定より市民参加が少なかった
・次回は、講師との打合せを綿密に行い、
内容をより当会向けのものとし、新聞の
利用を適正に行う等の改善を行う。
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⑦総務部会
１３日 13:40～16:20

⑨臨時理事会
１６日 13:30～16:30
【内容】
昨年１２月の理事会流会以降、再招集もされ
ず、総会準備も遅々として進まない状況に危機
感を抱いた１９名の理事の請求（会則第４７条
第１項但し書きに基づく）により、３月１６日
（日）行政書士会館において理事会が開催され
た。
冒頭浅野会長より、連合会副会長職の負担を
理由に、残任期間については対外的業務のみ行
い、当会内部の業務執行については副会長を会
長職務代理者として行わせたいとの提案があ
った。これについて請求者間で協議し、これ以
上の会務の混乱は避けるべき、との判断により
これを受諾。その後堀越副会長が会長職務代理
者に選任され、理事会に於いて承認された。こ
れにより、浅野会長はその職務が対外的なもの
に限定され、今後の会の業務執行の正常化は堀
越副会長の指揮の下行われることとなった。
（広報部）

【内容】
1.新規登録者について
2.臨時理事会について
3.総会開催に向けての準備
4.定時理事会の予定について
5.その他
【決定事項・検討事項】
1.名簿回覧
2.臨時理事会について
3.総会開催に向けての準備
5/23 開催
顕彰者の人選
記念品
4.定時理事会の予定について
4/17(木)13:30 会館２階
各部の進捗状況報告書、事業計画書、
予算案の策定

⑧正副会長会
１３日

⑩会計精査
１９日 13:30～17:00

【内容】
臨時理事会について

【内容】
1.１２月～３月分 会計精査
2.平成２０年度予算案
3.平成１９年度事業報告

⑪制度推進部会
２５日 15:50～17:15
【内容】の作成
1.平成１９年度事業報告
2.平成２０年度予算案の作成

⑫ＴＩＡ無料相談会について
２７日 11:00～12:20
【内容】
栃木県国際交流協会の無料相談会の実施に
向けた具体的事項の確認
【決定事項・検討事項】
1.全体の相談員への説明会を総会後に開催す
る。
2.説明会の準備をする（相談票、名札等）
3.４／１付けにて契約
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⑬業務研修部会
２７日 13:30～15:00

⑮業務開発部会
３１日 18:00～19:00

【内容】
1.次年度の研修会について
2.次年度の予算編成について
3.その他

【内容】
1.平成２０年度予算編成
2.平成１９年度決算
3.成年後見事業について
4.北関東ＡＤＲ協議会会則
5.その他

⑭北関東ＡＤＲ協議会
３１日 13:30～16:00
【内容】
1.日行連報告事項（ＡＤＲ指定単位会）
2.北関東ＡＤＲ協議会会則
3.参入分野について
4.今後の合同研修会について
【決定事項・検討事項】
1.今後も協議において日行連の動向を見守
ることで一致。
2.各単位会において合意書の修正案を提示
する。

【決定事項・検討事項】
1.疑問点について議論され、原案通り承認
された。
2.平成１９年度決算について、繰越金につい
ての処理が問題となるも、できる限り残し
ていただく方向で部内で承認された。
3.規程については、６月の部会までに各自
検討することとなった。
4.北関東ＡＤＲ協議会会則について部会に
報告

支 局 情 報
【那 須】

那須支部研修会開催
平成２０年３月１日午後１時３０分から、西
那須野公民館において、平成１９年度那須支部
第３回研修会が開催されました。
研修会は、講師を田渕徹先生にお願いし、
「土
地利用と行政書士の仕事について」というテー
マで、１５名の会員が出席して行われました。
那須支部では、土地利用関係の研修を今後も予
定しておりますので、今回はその第１回という
ことで、実際の図面を使用しながら、土地に関
する規制の考え方や土地利用に関する相談があ
った場合の確認内容等についてお話いただきま
した。特に、確認作業は土地利用関係全般に共
通する部分ですので、確認先やその流れまでご
説明いただき、出席者は、実際に相談を受けた
場合の確認作業について、具体的にイメージで
きたことと思います。
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土地利用関係には、
行政書士の業務が
多々ありますが、実
際に開発行為等の土
地利用関係業務を扱
っている行政書士が
少ないという現状が
あります。那須とい
う地域柄、今後も土
地利用に関する業務
の需要も見込まれま
すので、那須支部として「土地利用関係は行政
書士に」とアピールできるよう、土地利用に関
する研修を重ねることで、個々の業務の拡大や
行政書士のＰＲにも繋がればと思っております。
（支局長 冨田倫子）

開発関連担当窓口および土地開発指導要綱等の変更について
～那須塩原市建設部都市計画課開発指導係より～

那須塩原市より、平成２０年４月１日から組織機構が変わり、従来各支所において行っていた
開発関連の手続きを、全て本庁（旧黒磯支所）で行うことになり、同日付で那須塩原市土地開発
指導要綱等が若干変更になるとの通知がありました。
●土地開発指導要綱の変更点
手順につきましては、これまでとほぼ同様ですが、次の点にご注意ください。
・４月１日から、事前協議書の提出先は全て本庁都市計画課となります。
・添付図書の順番を変更しました。
・様式を若干変更していますので、新様式で提出願います。
・概要資料の提出部数が１７部になり、位置図を追加しました。
・公園の基準について、指導の実態と合っていない部分について変更しました。
・組織改変により指導事項調書の協議・提出先が次のように変更となります。
所管事務
協議先
庁舎区分

変更点

個別協議

土地利用に関すること
企画情報課
本庁舎
従来どおり
普通財産に関すること
財政課
本庁舎
従来どおり
建築指導に関すること
建築指導課
本庁東庁舎
従来どおり
自然公園に関すること
環境管理課
本庁舎
本庁に統合、課分割
公害、産廃、土砂条例等に関すること
環境対策課
本庁舎
大店法、工場立地法に関すること
商工観光課
本庁舎
従来どおり
農振除外に関すること
農務畜産課
本庁舎
本庁に統合、課分割
森林法、農林道に関すること
農林整備課
本庁舎
道路法２４条（市道）
、法定外公共物、
道路課
本庁舎
本庁に統合
帰属道路に関すること
下水道、浄化槽法に関すること
下水道課
西那須野庁舎
本庁に統合
水道に関すること
水道課
西那須野庁舎
従来どおり
埋蔵文化財に関すること
生涯学習課
西那須野庁舎
従来どおり
農地法に関すること
農業委員会
本庁舎東庁舎
従来どおり
帰属公園に関すること
都市整備課
本庁舎
本庁に統合、課分割
都市計画法５３条、
都市計画課
本庁舎
景観条例に関すること
消防水利に関する協議は、従来どおり。
（黒磯地区･･･黒磯那須消防、西那須野・塩原地区･･･大田原広域消防）
ごみステーション設置に関する協議は、従来どおり。
（黒磯地区･･･黒磯清掃センター、西那須野地区･･･西那須野清掃センター
塩原地区･･･塩原クリーンセンター）
●雨水処理施設指導要綱の変更点
手順につきましては、これまでとほぼ同様ですが、次の点にご注意ください。
・４月からの組織改変により、計画書の提出先は全て本庁都市計画課となります。
・様式を若干変更していますので、新様式で提出願います。
・添付図面に案内図を追加しました。
・これまで、開発済地で要綱の適用規定がなく任意で指導していた案件につきまして、新築
（建替えによるもの）又は増築により、既存の雨水浸透槽が必要容量に満たない場合の要
綱適用規定を明文化しました。
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●集合住宅建築指導要綱の変更点
手順につきましては、これまでとほぼ同様ですが、次の点にご注意ください。
・要綱の題名が「那須塩原市集合住宅駐車場設置指導要綱」に変更となりました。
・４月からの組織改変により、計画書の提出先は全て本庁都市計画課となります。
・様式を若干変更していますので、新様式で提出願います。
・提出期限を建築確認申請の１４日前から、建築行為着手の３０日前に変更しました。
・これまで、１，０００㎡以上の既存宅地等の敷地における集合住宅の建築では、土地開発
事業指導要綱も集合住宅建築指導要綱も条文上は適用されなく任意で指導しておりました
が、対象となる敷地面積の規定を削除し適用となるよう変更しました。
●西那須野地区土地利用調整要綱の変更点
手順につきましては、これまでとほぼ同様ですが、次の点にご注意ください。
・４月からの組織改変により、協議先、報告書の提出先は全て本庁都市計画課となります。
・市内全域での運用については、今後検討していきます。
●要綱改正版の配布について
・４月１日より、那須塩原市のホームページに掲載しますので、ご利用ください
トップページ→まちづくり→都市計画→土地の開発を行うとき→
土地開発事業指導要綱（20.4 改正版）
雨水処理施設設置指導要綱（20.4 改正版）
集合住宅駐車場設置指導要綱（20.4 改正版）
・紙ベースの改正要綱の頒布をご希望の方は、本庁都市計画課窓口でお申し出ください。
●提出予定の事前協議書について、旧様式で作成済の場合にはご相談ください。

※お問い合わせは
建設部都市計画課開発指導係
ＴＥＬ ０２８７－６２－７０４８
（内）２１１

「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

■自動車登録業務等実施要領の一部改正について

08/3/14

日行連

■一時抹消登録証明書等の遺失等に係る新規検査・登録申請の
取扱いについて

08/3/14

日行連

■経営事項審査の項目及び基準の改正等について

08/3/19

栃木県県土整備部

■経営事項審査の改正に係る通知等について

08/3/19

栃木県県土整備部

■開発関連担当窓口及び土地開発指導要綱等の変更について

08/3/25

那須塩原市
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～株式会社設立編・その１～
今回のシリーズは株式会社設立の手続き
を中心に述べてゆきますが、本題に入る前
に、会社法に定められた会社の種類等につい
て記述します。
１ 会社法に関すること
（１） 平成１８年５月１日から会社法が施行されている。この法律には、会社の設立、
組織、運営及び管理に関することが規定されている。
（２） 会社法では、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を会社という。
（３） 会社法の第二編に、その設立を含め「株式会社」に関することが書かれている。
（４） 会社法の第三編に、その設立を含め「持分会社」に関することが書かれている。
（５） 会社法では、合名会社、合資会社又は合同会社を持分会社と総称される。
２ 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の大きな違い
（１） その社員（株主、持分権者等の出資者をいう）の責任の範囲が大きく異なる。
（２） 株式会社は、その社員の全部が有限責任社員（株主）により構成される。
（３） 合名会社は、その社員の全部が無限責任社員（持分権者）により構成される。
（４） 合資会社は、その社員が無限責任社員（持分権者）と有限責任社員（持分権者）
により構成される。
（５） 合同会社（ＬＬＣ）は、その社員の全部が有限責任社員（持分権者）により構成
される。
有限責任と無限責任
会社の債権者に対して負わなければならない責任の額が一定額を限度とするものを
有限責任といい、そうでないもの、即ち、その上限がないものを無限責任という。

３ 株式会社と合同会社の違い
（１） 株式会社も合同会社も有限責任社員により構成される会社である。では、何が違
うのか。次に注目すべきは、会社の運営の基本的なあり方が異なる点だ。
（２） 株式会社は、出資者と経営（業務執行）者が分離されることをその運営の基本と
されている。例えば、出資者が１，０００人いたとして、その１，０００人が経営
者になるわけでない。ここで、出資と経営が分離されることとなる。
観点を変えれば、これにより、資本を集めやすくしている。
（３） 合同会社を含め持分会社の運営について株式会社と異なる主な点。
ア 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。（会
社法５９０条第１項） 即ち、出資者（持分権者）に原則として、会社の業務執行
権が付与されている。
イ 社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合
を除き、社員の過半数をもって決定する。
（会社法５９０条第２項）
ウ 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する
社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
（会社法５９９条第１項）
エ 持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款
の変更をすることができる。
（会社法６３７条）
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４ 有限会社はどのようになった？
（１） 従前の有限会社は「特例有限会社」という株式会社となった。特例有限会社はそ
の商号に『有限会社』の文字を用いなければなりません。

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第一条

次に掲げる法律は、廃止する。

一～二
三

略

有限会社法（昭和十三年法律第七十四号）

四～九
第二条

略
前条第三号の規定による廃止前の有限会社法（以下「旧有限会社法」とい

う。）の規定による有限会社であってこの法律の施行の際現に存するもの（以下
「旧 有限会社」という。）は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）
以後は、この節の定めるところにより、会社法（平成十七年法律第八十六号）の
規定による 株式会社として存続するものとする。
２～３

略

第三条

前条第一項の規定により存続する株式会社は、会社法第六条第二項の規定

にかかわらず、その商号中に有限会社という文字を用いなければならない。
２ 前項の規定によりその商号中に有限会社という文字を用いる前条第一項の規定
により存続する株式会社（以下「特例有限会社」という。）は、その商号中に特例
有限会社である株式会社以外の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社である
と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

（２） 特例有限会社から通常の株式会社に移行するには，商号の変更（○○有限会社→
○○株式会社）等について定款の変更を株主総会において決議し，株式会社の設立
の登記の申請と特例有限会社の解散の登記の申請を行うことが必要です。（会社法
の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第４５条・第４６条）。

次回は「株式会社の機関」について述べてゆきます。
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支局かわら版

何を物語る？ ホームページアクセス件数

栃木支部

さらに、各市町の観光協会のホームページのア
クセス件数を見てみると次の通りである。
（同日調
べ）
栃木市観光協会 ２８１，８８７件
壬生町観光協会
見当たらず
大平町観光協会
カウンターなし
藤岡町観光協会
見当たらず
岩舟町観光協会
５４，１５２件
都賀町観光協会
カウンターなし

栃木支部は、栃木市、壬生町、大平町、藤
岡町、岩舟町、都賀町からなっている。これ
ら各市町のホームページアクセス件数は、次
の通りである。
（平成２０年３月２３日調べ）
栃木市 ２３７，２００件
壬生町 ４０９，９９２件
大平町 ５４７，３４２件
藤岡町 ４９８，７７８件
岩舟町 ２４４，９１１件
都賀町 １６５，０６８件

私の不注意で、カウンターが見つからない場合
はご容赦願いたい。この件数を先の各市町のホー
これらをアクセス件数の多い順に並べ替えてみる。 ムページアクセス件数に加えてみた。
大平町 ５４７，３４２件
栃木市 ５１９，０８７件
藤岡町 ４９８，７７８件
壬生町 ４０９，９９２件＋α
壬生町 ４０９，９９２件
大平町 ５４７，３４２件＋α
岩舟町 ２４４，９１１件
藤岡町 ４９８，７７８件＋α
栃木市 ２３７，２００件
岩舟町 ２９９，０６３件
都賀町 １６５，０６８件
都賀町 １６５，０６８件＋α
大平町、藤岡町、壬生町が多く、岩舟町、栃木
市、都賀町が少ないことがわかる。

ホームページの開設時期が異なるから一概に
言えないが、この数字は何を物語っているのだろ
うか。
（支局長 大森昭雄）

「１００」つながり
ふたつの「１００」にまつわる話。まず、ひと
つ目は、昨年１２月１６日に矢沢永吉さんが到達
した「１００」です。矢沢さんが日本武道館で行
ったコンサートが通算１００回になりました。昭
和５２年８月２６日の第１回から約３０年かけて
到達した大記録。地道に全国ツアーを行い、アー
ティストとしての権利の確立を目指してきた故の
大記録。昭和５０年４月にキャロルというバンド
を解散した２年後に到達した日本武道館。シング
ル『時間よ止まれ』と激論集『成りあがり』がバ
カ売れし後楽園球場（現・東京ドーム）でコンサ
ートを行った前年になります。全国的な知名度な
どまだなかった頃です。後楽園球場でのコンサー
トについての「彼（レコード会社のプロデューサ
ー）の話を聞いていて、ぼくはハッと思った。そ
ういわれてみれば、
『時間よ止まれ』が売れる前か
らたしかに、このコンサートは計画されていた。
ということは、たとえ『時間よ止まれ』の大ヒッ
トがなくても、後楽園球場でコンサートができる
とふんでいたということだ。その日のために、彼
らは全国をまわって１歩１歩、着実に足場を築い

て来た。そんな状況のうえに、たまたま大ヒット
曲が生まれた」
（俺が言う／富澤一誠）という一文
は、日本武道館にも当てはまります。矢沢さんは
日本武道館と後楽園球場とに２年連続で〝挑戦〟
し、それぞれ約１万４千人と約５万人という観客
を集めました。地道な活動をしていたからこそ、
ヒット曲の有無とは関係なしに日本武道館や後楽
園球場でのコンサートを計画し成功させることが
できたのです。成功させる自信と成算があったの
です。
その後もほぼ毎年日本武道館でのコンサート
を積み上げて１００回。日本武道館周辺で素肌に
直に着た白いスーツの肩に『Ｅ．ＹＡＺＡＷＡ』
のロゴ入りバスタオルをかけた老若男女が異常発
生する夜。私が「えぃ～ちゃ～ん」
「あ・り・が・
と～う」と心の限り叫ぶ夜。
ふたつ目は、私が毎月発行している『ドアをあ
けろ！』
（このタイトルも矢沢さんのアルバムから
拝借）という事務所通信が、平成２０年４月に到
達した号数の「１００」です。こじつけ。
（足利支部 杵渕 徹）
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平凡な日常を送っていると、時に『非日常』を
求めたくなります。今回は私の体験した特異な感
覚をご紹介します。
【上空３６００メートル】
ドアのない小型機に乗り込み滑走を開始する。
離陸後旋回を繰り返しやがて高度３６００メート
ルに到達。合図と共にダイブ。まさに落ちたとい
う感覚。すさまじい風圧と音がなぜか心地よい。
１０秒ほどの自由落下の後パラシュートがひらく。
それまでの騒音から風を切る音に切り替わる。３
６０度パノラマの世界は鳥になった気分。そこで
やっと自分の鼓動が実は激しく高鳴っていたのを
自覚する。
【水深４０メートル】
小さなハーバーからボートで沖合い 3 キロ程の
ポイントに移動し、潜行を開始する。５秒間で 1
ｍぐらいのスピードで海の中へ。明るく表情の豊
かな海面付近から徐々に光景が変化する。透明度
が高いとはいえ光が差し込む深度はせいぜい３５
メートルほど。
やがて濃紺の中に浮いている感覚。
深度計を見ると水深４０m を指している。これ以
上は危ない。浮力と重力がつりあっている状態を
保ちながらしばし魚の気分。青以外の色が失われ
た世界は絶景である。ドロップオフ、その下はま
さに黒。吸い込まれそうな恐怖がよぎり、やがて
ゆっくりと浮上を開始する。

【時速２２０キロ】
バックストレートと呼ばれる直線。アクセルを
全開に踏み込み、加速する。スピードがみるみる
上がる。直線半ばまでは緩やかな上り勾配。その
後は下り勾配。スピードがさらに加速する。その
先には９０度に折れるコーナーが迫ってくる。ブ
レーキに足を伸ばしたい衝動を抑え、まだアクセ
ルを踏み続けている。コーナーまで１００メート
ル、スピードメーターは２２０キロ。一気にブレ
ーキング。エンジンブレーキとフットブレーキを
併用し、減速する事に全神経を集中する。金属と
金属の摩擦、ゴムとアスファルトの摩擦。それは
熱となり限界まで加熱される。
（日光支局長 杉山 茂）

政連だより
「船田はじめ君の永年在職表彰を祝う会」に出席して
去る３月１９日（水）午後６時より宇都宮大晃
大飯店別館で行われました会に、私 青木勇夫と
前沢眞一副幹事長とで出席してまいりました。
開会の辞より始まり、総連合会長挨拶、来賓祝
辞、その中で知事の挨拶もあり、そして本人の謝
辞がありました。この謝辞の中では先ず、御礼の
言葉から入り、自らの政治信条を強く述べられて
おりました。即ち、
「実践的リベラリズム」という
ことでした。

また、｢我が国は今、活力を失いつつある現世
にどう対応すべきか｣等のお話しをされており、
「単にねじれ政局だからと国民生活を犠牲にしな
がら政争に明け暮れることだけは絶対やってはい
けない」と与野党が知恵を出し合う必要性を唱え
ておりました。
二時間の催事で終了しました。
（幹事長 青木勇夫）
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栃木県行政書士会員の動き
【入 会】

（平成 20 年３月 31 日現在）

支部・氏名

栃

入会年月日
登録年月日

木

【退 会】
支 部

務

所

電

話

3294415

下都賀郡大平町大字真弓
1563-8

0282-43-5525

H20.3.15

3260808

足利市本城 2-1901-2

0284-41-1365

利

原田尚信

事

H20.3.15

若林俊博
足

郵便番号

氏 名

退会年月日

備 考

小

山

津釜 仁

H20.3.24

廃 業

塩

那

菊池 悟

H20.3.24

廃 業

支 部
那

平成２０年度
栃 木 県 行 政 書 士 会 定 期 総 会
日本行政書士政治連盟栃木会定期大会

須

氏 名
國嶋泰三

備 考

退会年月日

備 考

H20.3.31

廃 業

事務局からのお知らせ
平成２０年 5 月 1 日より
「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」
が新様式に変更になります

日時：平成２０年５月２３日（金）
午後１時（予定）
場所：
「ホテル東日本宇都宮」
〒320-0013
宇都宮市上大曽町 492 番地 1
TEL 028-643-5555(代)

戸籍法及び住民基本台帳法の一部が改
正され、平成２０年５月１日より施行され
ることに伴い、従来の様式について変更が
必要となります。
新様式・旧様式の扱いの詳細については
日行連からの通知・指示待ちですので、情
報が入り次第、会員の皆様にお知らせいた
します。

会費の納入について
４月は会費、政連会費の納入月です。
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

桜花も散り、若葉が眼に眩しい季節がやって
来ます。
来月には総会も開催されますので、会員の方
にはぜひご出席いただき、会の現状を各部の報
告などから推察していただきたいと思います。
広報部は、より皆様のお役に立つ情報をスピ
ーディーにお届けすることをモットーに部員一
丸となって読まれる紙面作りに頑張ってまいり
ます。今後共ご愛読いただけますようお願い申
し上げます。
（小室）

行政とちぎ４月号 №376
発行人
〒3200046

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
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。）
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