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１．試験概要 

(1)試験日及び時間 

平成２０年１１月９日（日）午後１時～午後４時 

※入室：正午より可 

※受験上の注意等の説明：午後０時３０分 

(2)試験の科目及び方法        ※筆記試験 

試験科目 内 容 等 

行政書士の業務に

関し必要な法令等

（出題数４６題） 

択一式及び記述式

（４０字程度） 

 

 

憲法、行政法（行政法の一般的な

法理論、行政手続法、行政不服審

査法、行政事件訴訟法、国家賠償

法及び地方自治法を中心とす

る。）民法、商法及び基礎法学の

中からそれぞれ出題し、法令につ

いては平成２０年４月１日現在

施行されている法令に関して出

題。 

行政書士の業務に

関連する一般知識

等（出題数１４題） 

択一式 

政治・経済・社会、情報通信・個

人情報保護、文章理解 

 

 (3)試験場所 

宇都宮大学峰キャンパス（栃木県宇都宮市峰町350） 

２．受験申込み手続き 

(1)郵送による受験申込み 

①受付期間 平成２０年８月４日（月）～９月５日（金） 

   ②受付場所 

（財）行政書士試験研究センター 

受験願書と一緒に配布する封筒により、郵便局の窓

口で「配達記録郵便」で郵送してください。 

９月５日の消印があるものまで受け付けます。 

③提出書類 

 受験願書一式 

④受験手数料  

７，０００円 

  受験願書の受付期間内に、必ず所定の払込用紙に 

より、郵便局の窓口で払い込んでください。 

⑤受験願書の配布場所及び配布期間 

  【配布場所】 

・（財）行政書士試験研究センター 

   ・栃木県経営管理部文書学事課 

    （宇都宮市塙田1－1－20 栃木県庁舎本館内） 

  ・栃木県広報課県民プラザ室 

    （宇都宮市塙田1－1－20栃木県庁舎本館内）  

  ・栃木県上都賀県民相談室 

    （鹿沼市今宮町1664－1 栃木県庁上都賀庁舎内） 

  ・栃木県芳賀県民相談室 

    （真岡市荒町5197 栃木県庁芳賀庁舎内） 

・栃木県県南県民センター 

    （栃木市神田町6－6 栃木県庁下都賀庁舎内） 

・栃木県安蘇県民相談室 

    （佐野市堀米町607 栃木県庁安蘇庁舎内） 

・栃木県足利県民相談室 

    （足利市伊勢町4－19 栃木県庁足利庁舎内） 

・栃木県小山県民相談室 

    （小山市犬塚3－1－1 栃木県庁小山庁舎内） 

・栃木県県北県民センター 

    （大田原市中央1－9－9 栃木県庁那須庁舎内） 

・栃木県塩谷県民相談室 

    （矢板市鹿島町20－22 栃木県庁塩谷庁舎内） 

・栃木県南那須県民相談室 

    （那須烏山市中央1－6－92 栃木県庁南那須庁舎内） 

   ・栃木県行政書士会 

（宇都宮市西一の沢町1－22 栃木県行政書士会館） 

 【配布期間】 

平成２０年８月４日（月）～９月５日（金） 

(2)インターネットによる受験申込み 

①受付期間 平成２０年８月４日（月）～９月２日（火） 

財団法人行政書士試験研究センターのホームペー

ジからインターネット出願画面に接続し、画面の項

目に従って必要事項をもれなく入力して下さい。 

  注）本人名義のクレジットカードが必要です。 

 ※都道府県庁、行政書士会等での受付は行いません。 

３．受験票の交付 

受験票は、平成２０年１０月中旬に発送します。 

試験当日試験場に必ず持参してください。 

４．試験結果の発表と通知 

試験結果は、平成２１年１月２６日（月）午前９時

から、合格者の受験番号を財団法人行政書士試験研究

センター事務所の掲示板に公示（掲示）します。公示

後、受験者には全員に合否通知書を郵送します。 

 また、財団法人行政書士試験研究センターのホーム

ページに合格者の受験番号を登載します。 

 合格者には、平成２１年２月末日までに合格証を発

送します。 

５．特例措置の実施 

(1)身体の機能に障害のある方で特別措置を希望され

る方には、障害の状況により必要な措置（点字試験

を含む）を講ずることがあります。 

(2)特例措置を希望される方は、受験申込みに先立っ

て、必ず財団法人行政書士試験研究センターまで

ご相談ください。事前に財団法人行政書士試験研

究センターに連絡なく、直接試験場に来られた場

合には対応いたしかねますのでご注意ください。 

６．連絡先（問い合わせ先） 

 

財団法人 行政書士試験研究センター 

所在地 〒１００－００１２ 

東京都千代田区日比谷公園１－３ 市政会館１階 

電話番号（試験専用） ０３－５２５１－５６００ 

ホームページＵＲＬ http://gyosei-shiken.or.jp/ 

 

本ページは抜粋です。「郵送による受験申込み」の手続

きをされる方は、必ず試験案内・受験願書をお取り寄せ

いただき、全文をご覧くださるようお願いいたします。 

平成２０年度 行政書士試験要項（抜粋） 
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日／曜日 内   容 出  席  者 №

行政とちぎ編集作業 手塚部長 －１日 火 
新入会員への会員証交付 会長 －

２日 水 会計精査 根岸副部長 －

ＴＩＡ無料相談会 松野会員 島田会員 ①

業務開発部会 堀越職務代理者 福田副会長 廣田部長 奥村副部長 
小泉理事 土方専門部員 藍原専門部員 枝野専門部員 
藤野専門部員 

②

９日 木 

北関東ＡＤＲ協議会 会長 堀越職務代理者 福田副会長 廣田部長  
奥村副部長 靑柳理事 土方専門部員 

③

編集会議 手塚部長 福澤副部長 宮澤理事 ④

総務部会 会長 堀越職務代理者 青木副会長 前澤部長 毛塚部長 
秋田理事 鈴木康夫理事 山本昭子理事 

⑤

10日 木 

制度推進部についての打合せ 会長 堀越職務代理者 青木副会長 石塚部長 ⑥

11日 金 三士会 会長 堀越職務代理者 岩本副部長 ⑦

15日 火 友誼団体挨拶回り 会長 青木副会長 －

18日 金 税理士会総会 堀越副会長 －

23日 水 登録識別情報制度に関する説明会 江藤部長 ⑧

25日 金 全日本不動産協会来館 会長 前澤部長 －

28日 月 ＩＣＴ特別委員会 会長 堀越職務代理者 関副委員長 山本護理事 ⑨

書士会日誌 書士会日誌 ２００８．７  

会員の皆様にお知らせ 

平成２０年度行政書士試験監督員の募集について 
   

栃木県行政書士会では、平成２０年１１月９日（日）に宇都宮大学で実施される 

行政書士試験の試験監督員を募集いたします。 

   ご協力いただける方は、申込書に支部、氏名、説明会参加日をご記入の上、お申し 

込み下さい。 

なお、下記説明会及び、試験当日に必ず出席できる方に限ります。 

【説 明 会】 １０月２８日（火）ＰＭ３：００～５：００ 

           １０月３１日（金）ＰＭ３：００～５：００ 

           （両日とも同じ内容です。いずれかご都合の良い日をお選び下さい） 

【申込方法】 ＦＡＸ（事務局：０２８－６３５－１４１０） 

【締め切り】  ９月１６日（火） 

【旅費日当】 説明会と試験当日合わせて￥２６,０００～￥２８,０００ 

【募集人数】 ６０名 

※応募者多数の場合は、抽選とさせていただきますことをご了承下さい。 

    

試験監督員申込書 
平成２０年  月  日 

 

支 部  氏 名  

説明会 
参加日 

１０／２８ ・ １０／３１  ←いずれかに○ 
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①ＴＩＡ無料相談会 

９日 10:00～12:30 

③北関東ＡＤＲ協議会 

９日 13:30～16:00 

【内容】 

1.平成２０年度議長（進行役）の選任 

2.自己紹介 

3.前期実施済事業及び決定事項の報告と確認 

4.意見交換 

 ・日行連、東京会及び他単位会におけるＡ 

  ＤＲ事業の現状 

 ・日行連浅野副会長による日行連取り組み 

  の現状報告 

 ・出席者全員による意見交換 

5.平成２０年度計画案の策定 

 ・手続実施者の養成について 

 ・外部講師による研修会・講習会の実施に 

  ついて 

 ・３単位会今後の方向性 

6.その他 

 ・協議会規則（最終案）の取扱について 

7.会長・副会長をどうするか 

 （関地協に対しての行動指針を出す為に） 

 

【決定事項・検討事項】 

1.進行役は栃木会奥村俊雄会員に決定 

 2.平成２０年３月に弁護士会から行政不服審 

  査法に対する行政書士会の取り組みに対す 

る懸念が伺われ、弁護士会は行政書士会の 

ＡＤＲに対し異議を唱え始めたが、日行連 

の積極的な弁明により理解された。 

3.日弁連との基本合意書は不平等条約であり、

 これをこのままで行くのか、交渉し変更を 

 迫るのかを決めていただきたい。なお、そ 

れぞれの会も費用を使っているので、他の 

会員に説明のしようがないので、何が何で 

も４項目以上のものを獲得していただきた 

い。 

 4.北関東ＡＤＲ協議会は継続 

 5.認証を受ける範囲外の相続、遺言に向いた 

  い。 

 6.北関東ＡＤＲ協議会の会長は決定せず。 

【内容】 

1.入管手続・国籍得喪について 

2.入管手続について 

【内容】 

1.成年後見 

(1) 成年後見研修会について 

(2) 成年後見初級研修会スケジュールの確認

(3) 成年後見初級及び中級担当者の割り振り

(4) 成年後見中級研修会の内容および日程の

  確認 

2.報酬額統計の担当者及びスケジュール確認

 3.栃木県の委託業務調査・研究・具体的スケ

ジュール 

 4.業務開発部会の日程変更 

 5.その他 

6.ＡＤＲ 

(1) 広報活動について 

 ①無料講習会による広報活動のスケジュー

ルと内容 

 ②会報を通じて広報活動による内容 

(2) 今後のＡＤＲ研修について 

 ①栃木県単独研修会 

 ②北関東ＡＤＲ協議会合同研修会完了日の

  決定 

(3) 今後のＡＤＲの進め方と報告について 

 

【決定事項・検討事項】 

1.成年後見 

(1) 成年後見研修会初級を行う 

(2)    〃   中級も行う 

(3) 初級・中級の担当者決定 

(4) 中級の視察を行う 

(5) 中級の研修会のスケジュールを作成する

(6) 専門委員３名委嘱 

(7) 重要な分野であるので、多くの研修参加

  者を募る 

2.ＡＤＲ 

(1) ＡＤＲの広報活動を行う 

(2) ＡＤＲ手続実施者養成を行う 

(3) 日行連と弁護士会の４項目合意事項の範

囲内で研究していく 

(4) 北関東ＡＤＲ協議会との歩調を合わせて

  行く 

②業務開発部会 

９日 10:30～12:30 
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【内容】 

1.新規登録者について 

2.新入会員オリエンテーションについて 

3.福利厚生旅行について 

4.栃木県、栃木県行政書士会研修会について 

5.その他 

 

【決定事項・検討事項】 

1.名簿回覧 

2.８月７日 ２４名参加予定 

 内容・職務上請求書等の取扱い 

    ・報酬額 

    ・日行連中央研修所の新入会員研修 

     との兼ね合いについて 

 3.１０月２５日（土）皇居内参観 

 4.裁判員制度について、 

行政書士に関わる事例問題について 

１０月１４、１５、１６日で県と調整 

 5.その他 

  ・総務部会日程調整 

  ・総会の反省 

  ・労務対策について協議、顧問弁護士につ 

   いて 

  ・行政書士試験について 

⑤総務部会 

１０日 13:35～17:00 

【内容】 

1.行政とちぎ７月号の校正 

 2.カレンダーの作成について 

 

【決定事項・検討事項】 

 2.下野人形で検討する 

④編集会議 

１０日 13:30～16:00 

【内容】 

1.三士会について 

 2.行政書士広報月間横断幕について 

 3.業務取扱名簿について 

 4.うちわの配布について 

⑥制度推進部についての打合せ 

１０日 15:30～18:00 

【内容】 

1.平成２０年度三士会無料相談会打合会 

・開催日時  

１０／５（日）午前１０時～午後３時 

・会  場 

 県北：西那須野公民館（予定） 

 県央：福田屋ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ宇都宮店（予定）

県南：道の駅思川小山評定館 

 県南：福田屋栃木店（予定） 

⑦三士会 

１１日 15:30～17:00 

【内容】 

1.国土交通省自動車交通局技術安全部 

自動車情報課主催 

・制度についての説明 

・実際の申請についての説明 

⑧登録識別情報制度に関する説明会 

２３日 10:00～12:00 

【内容】 

1.県庁及び宇都宮市 表敬訪問 ８／２８ 

・県土整備部監理課 

・県経営管理部情報システム課 

・宇都宮市 

 電子申請の状況調査、各市町の進捗につ 

いて 

 2.専門委員の補充 

  必要に応じて 

 3.委員会として、電子入札申請を各委員に 

３１市町別に調査すること 

4.次回委員会予定（８／２８）で３の結果 

 について取りまとめる。 

⑨ＩＣＴ特別委員会 

２８日 14:00～16:00 



 
 

－7－ 

 
 
 

ＯＳＳ申請における行政書士電子証明書の取扱いについて 

 
 自動車保有関係手続のワンストップサービス申請システム（以下「ＯＳＳ」という。）において、 
７月７日より、行政書士電子証明書（１－Ｇ）が使用できることとなりました。 
 国土交通省ＯＳＳサイトのお知らせ欄に告知されていますので、ご確認ください。 
 

 国土交通省ＯＳＳサイトＵＲＬ： 

 http://www.oss.mlit.go.jp/portal/index.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研 修 名 開催日時 申込〆切日 申込書掲載号 
風俗営業研修会（２号営業中心） H20. 8.28 13:30～16:15 H20. 8.20 行とち７月号 

建設業研修会 H20. 9. 3 13:30～15:40 H20. 8.29 〃 

成年後見制度初級特別研修会 第２回 H20. 9. 2 13:30～15:30 H20. 8.29 〃 

      〃       第３回 H20. 9.16 13:30～15:30 H20. 9.12 〃 

      〃       第４回 H20.10. 7 13:30～15:30 H20.10. 3 〃 

ＡＤＲ初級講座 無料講習会 第１回 H20. 9.25 13:30～16:00 H20. 9.22 〃 

      〃       第２回 H20.11.27 13:30～16:00 H20.11.25 〃 

      〃       第３回 H21. 2.26 13:30～16:00 H21. 2.24 〃 

入管業務 情報交換懇談会 H20. 9.11 13:30～15:30 H20. 8.31 行とち８月号 

著作権初級 H20. 9.18 10:00～18:00 H20. 8.29 〃 

土地関連許認可※ H20. 9.17 13:30～16:30 

または 

H20. 9.19 13:30～16:30 

調整中 事務局に問合せ

建設業研修会※ H20.10. 2 13:30～17:30 H20. 9.19 〃 

※宇都宮支部主催の研修会です。他支部の方も受講可能ですので、ご希望の方は事務局までお問い

合わせ下さい。また、最新情報は宇都宮支部ホームページをご覧下さい。 
１０／２開催の建設業研修会は、９／３の建設業研修会の内容が勘案された内容となります。 

OOSSSS 申申請請ににおおけけるる行行政政書書士士電電子子申申請請書書のの取取扱扱いいににつついいてて  
                ～～日日行行連連よよりり～～  

「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 

■内閣府規制改革会議の中間とりまとめについて（速報） 08/7/3 日行連 

■内閣府規制改革会議の中間とりまとめについて（抜粋） 08/7/15 日行連 

■ＯＳＳ申請における行政書士電子証明書の取扱いについて 08/7/15 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（依頼） 

08/7/28 宇都宮市建設部 
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研修部より「第 4回 入管業務 情報交換懇談会の開催」のお知らせ 
 
 「申請取次行政書士」として届出をされ入管業務を行なっている方および、これから「申請取次
行政書士」の届出をする予定の方を対象に、実務者レベルの情報交換懇談会を開催いたします。 
 通常の研修では知り得ない、各論の部分や最新の入管事情などを把握して頂きたいと思います。 
また、皆さんが抱えている受託事件への適切な処理方法や個別質問に対応いたします。 
今回も前回同様に研修部で予めお願いした方達にフリートークをしていただき、参加者への質疑

応答をしながら最新の情報交換を行なって頂きます。 
 

○日 時 平成２０年 ９月１１日（木） １３：３０～１５：３０ 
 

○場 所 栃木県行政書士会２階会議室 
 

○参加費 ５００円 
 
    ○主 催 業務研修部 
  

○対象者 ・「申請取次行政書士」の届出をされ入管業務を行なっている方本人 
又はその本人が参加出来ない場合、補助者１名 

        ・これから「申請取次行政書士」の届出をする予定の方 
 
内容については、情報交換の場ですのでテーマを特定しませんが、関心の高い事案などについて、

実務者より生の声を聞きます。 
 

１．最近の入管事情について 
２．実務者でも悩む事案の解決方法について  
   ・短期滞在から他の在留資格への変更許可 

    ・投資経営などの就労に関する在留資格 
    ・婚姻、離婚と在留資格 

     ・在留資格の取消し 
     ・在留特別許可および上陸特別許可 
     ・収容者への面会と仮放免許可申請 

３．行政書士が入管業務において犯罪に巻き込まれない為の認識について 
４．依頼者や相談者への対応の仕方について 
５．関連する国際業務や他の許認可との関連について 
６．その他添付資料の取扱い等について 

 
今回も情報交換懇談会への参加は任意ですが、ここ数年、入管業務を行なう行政書士が逮捕され

る残念な事件が増えており、また、外国人とのトラブルも増える傾向にあることから、是非参加し
研鑽されるようご案内致します。 
 

○申込方法 下記の申込書にご記入のうえ、事務局にＦＡＸ（０２８-６３５－１４１０) 
して下さい。ただし、定員になり次第締切ります。 

 
○締め切り 平成２０年８月３１日（日） 

                                                
 

「入管業務情報交換懇談会」 参加申込書 
 

平成２０年９月１１日に開催される「入管業務情報交換懇談会」に参加を希望する。 
 
 
   支部名      氏名             （ 本人・補助者 ） 
 
 
                          ＊本人・補助者の別に○を付けて下さい。  
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「著作権研修会」のお知らせ 

 

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致します。  

 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２０年９月１８日（木）１０：００～１８：００ 

 
○場  所  栃木県行政書士会館２階 
 
○主  催  業務研修部 
 
○講  師  行政書士 江藤正巳（１、２時限目） 
       行政書士 小林幸雄（３、４時限目） 
 
○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 

 
○申込方法 下記申込書にて事務局へＦＡＸ（０２８-６３５－１４１０）でお願いいたします。 
 
○締め切り テキスト作成の都合上、平成２０年８月２９日（金）締め切りとさせていただきます。 
 
 ※ 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。 

※ 今回の研修については特に時間厳守でお願いします。 

※ 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。 

 

 

「著作権研修会」（９/１８）参加申込書 

平成２０年  月  日 

 

 

支部名 氏   名 １８日（昼食） 

 

 

  

※ ご昼食（実費）８００円程度 ご希望の方は、○印をつけてください。 
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○日  付 平成２０年９月３日（水） 

○時  間 １時限 １３：３０～１４：３０ 

      ２時限 １４：４０～１５：４０ 

○研修内容「許可、経審、入札参加申請について」 

（1）建設業法及び建設業の許可申請にあたっての注意点 

（2）経営事項審査制度の改正点及び入札参加申請の電子化について 

○場  所 とちぎ福祉プラザ １Ｆ 多目的ホール 

宇都宮市若草１丁目１０番６号 ＴＥＬ ０２８－６２１－２９４０  

○交通機関 ＪＲ宇都宮駅から関東バス『清住・細谷』行き「戸祭」下車 

（乗車時間約２５分）徒歩約８分 

ＪＲ宇都宮駅から関東バス『西塙田経由宝木団地』行き「福祉プラザ」下車 

（乗車時間約２５分）、すぐ 

ＪＲ宇都宮駅から関東バス『山王団地』、『石那田』、『今市・日光東照宮』、『鬼怒川』、 

『塩野室・船生』行き「長岡街道入口」下車（乗車時間約２５分）、徒歩約５分 

駐車場 ２１６台駐車可能（一般用） 

○主  催 栃木県行政書士会 業務研修部 

栃木県行政書士会 宇都宮支部 

○講  師 栃木県県土整備部 監理課  

建設業担当職員 

○対 象 者 行政書士または 

会員の事務所に勤務している方 

○受 講 料 ５００円 （１名につき） 

○申込方法 下記申込書にご記入の上、事務局にＦＡＸ（０２８－６３５－１４１０）して下さい。 

※ 受講は先着３００名で定員になり次第締め切りいたします。 

※ １事務所から何名参加されるか必ずご記入ください。 

建設業研修会(9/3 開催) 参加申込書 

平成２０年   月   日 

支 部 名 行政書士氏名 ＊１ 

  

事務所電話番号 参加人数合計 
 
    －   －  

 
 

    ＊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。 

    ★申込〆切 平成２０年８月２９日（金） ※締め切り日を延ばしました 

建設業研修会のお知らせ 

とちぎ 
福 祉 
プラザ 

 
平成２０年 
スタート!! 
電子入札対応 
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交 差 点 

 
【那須】 

那那須須支支部部役役員員会会開開催催  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７月４日、那須塩原市「樓蘭」において、平成

２０年度那須支部第２回役員会が開催されました。

「支部会員親睦旅行」「支部研修会」「無料相談会」

等について協議され、以下の通り決定致しました。 

○支部会員親睦旅行について 
  福島方面（四季の里、裏磐梯紅葉狩り、喜多

方散策） 

○支部研修会について 
  昨年度は、那須支部で初めて３回の研修会が

開催されましたが、本年度も引き続き、「土地

利用に関わる許認可申請実務」「成年後見制度」

「相続事例研究」のテーマで３回、開催される

こととなりました。 

○無料相談会について 
  昨年度は、那須支部で合計６回の無料相談会

が行われましたが、相談者数も増加しているこ

とから、本年度は、那須塩原市３回、那須町２

回、大田原市３回、合計８回の相談会を行うこ

ととなりました。昨年度まで、大田原市での会

場は、東武のみでしたが、新たに勤労者総合福

祉センターでの開催も予定されております。 
  その他についても、活発な意見交換が行われ

ました。親睦旅行は、会員相互の情報交換の機

会ともなり、研修会では各会員のスキルアップ

を、相談会においては、「行政書士」の認知度

アップを図り、回数を重ねていくことで、支部

全体の活性化にも繋がっていくことでしょう。 
（支局長 冨田倫子） 

 
【小山】 

第第１１５５回回  三三士士会会合合同同ハハイイキキンンググ開開催催  

 平成２０年７月１２日、小山支部恒例の、三士

会（司法書士会･土地家屋調査士会・行政書士会）

による、合同ハイキングが開催されました。今年

は、磐梯山の西側、カルデラの湖にできた雄国沼

湿原（国の天然記念物）を散策してきました。空

は小雨がぱらつきながらもハイキングには最適の

気温は２３度。一面、真っ白い霧に包まれた湿原

の中、ガスの切れ間に時折見せるニッコウキスゲ。

かわいらしい黄色の花びらが、風に揺られてはそ

の姿を現し、または消え。幻想的な世界は、ひと

時の安らぎと感動を与えてくれました。 
 ハイキングの後は、疲れた体を癒すため、地元

の温泉を探索。源泉１００％掛け流しの硫黄温泉

につかり、心も体も満たされました。 
 年に１度の隣接士業との交流会。会員相互の親

睦を深めるとともに、これからの三士会のあるべ

き姿など、一緒に語らい、模索しながら歩んでゆ

けたらきっと、力強い一歩が踏み出せると思う私

でした。 
（支局長 坂入真紀） 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
今年は長野県行政書士会のご尽力により上諏

訪で全国より９５名が集合し盛大に開催されまし

た。栃木会からは宇都宮支部の岸清美会員、手塚

理恵会員が自費参加しました。 
今年中にＡＤＲの認証を受ける予定の単位会

や、成年後見制度の実績を積んでいる単位会や許

認可の実態など他県の活動状況が大変勉強になり

ました。 
懇親会のアトラクション

では会長始め男性会員が真

田十勇士に扮し、口上を読

み上げ長野会挙げての歓迎

に感激しました。 
（宇都宮支部 手塚理恵） 

支 局 情 報 

第第１１９９回回全全国国女女性性行行政政書書士士交交流流会会開開催催さされれるる 
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毎月第４日曜日に、大田原市で「日曜自由あさ

いち」が開催されています。ＮＰＯ法人ナチュラ

ルが主催する朝市で、「行政に頼らず、民間で商店

街の発展や町おこしを」という発想から、商店街

の方が中心となって約５年前から始まり、６２回

を迎えました。この「朝市６２回」は、再興６２

回で、１８００年～１８８０年頃「こも市」「むし

ろ市」として始まり、大正～昭和初期にかけて、

そして現在と断続的に行われてきたそうです。 
現在は、「若手会」という２０代有志のスタッ

フが中心となって運営され、出店者を募集しなが

ら、回を重ねています。 

≪日曜自由あさいち≫ 

会場：大田原市山の手１－６－２ 

山の手ビル駐車場(栃木銀行大田原支店隣) 

開催日時：毎月第４日曜日（予定）８時～１２時 

○フリーマーケット 

○おいし～い食堂の屋台（カレー等の販売） 

○新鮮野菜や花の販売 

○子犬、子猫の里親募集 

（「なすアニマルクラブ」による） 

○その他 

最近は、コミュニティスペースを求める声も多

く、「よさこいソーラン」や「フラダンス」・「ミニ

ライブ」等も行われ、朝市が発表の場にもなって

います。 

 「なすアニマルクラブ」では、捨て犬や捨て猫

等を保護し、里親の募集を行う等の活動をなさっ

ています。お話を伺うと、年間に処分される犬や

猫の多さや捨てられた犬等が他の野生の動物から

受ける残酷な行為に大変驚きます。家族の一員と

して、責任を持って犬や猫を迎えたいとお考えの

方、実際にご覧になってみてはいかがでしょうか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
運営者や出店者については、地域等を問わず、

基本的には、希望者を受け入れていることから、

そのほとんどが、商店街と直接は関係がない方で

すが、人との出会いや交流、新たな活動の場とな

っているようです。毎月、この朝市を続けていく

ことには、ご苦労も多いかと思いますが、主催者

であるＮＰＯ法人ナチュラルの柏原史夫氏は、朝

市に出店されている方から学ぶことも多く、人と

人との繋がりも生まれる等、得るものは大きいと

言います。 
 また、それは客という立場であっても、大型店

で日常の買い物をする機会が増えている最近では、

買い物の際に出店者の方と交わす会話の新鮮さや、

人との繋がりを感じることができるでしょう。人

間関係が希薄になっているといわれる現代におい

て、「人と人との間がとても近い」と感じられると

ても貴重な機会なのではないでしょうか。 
 今回、「朝市名物のカレー」ラッサム（薬膳スー

プカレー）を購入し、家で温め直していただきま

した。辛さは強いのですが、酸味が効いていて癖

になる味でした。カレーがお好きな方には、お薦

めです。 
 朝市の内容は、月や時間帯によっても変わりま

すが、是非一度お出かけになってみてはいかがで

しょうか？ 
（那須支部支局長 冨田倫子） 

 
 
 
 
 
 
 
 

日曜自由あさいち 
支局かわら版 

那須支部 

若手会の皆さん 

漬物屋さん

新鮮野菜・花 

子
猫
の
里
親
募
集 
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 皆様こんにちは。今回は日光支部からバリバリに

若い永岡守男会員をご紹介します。といっても今年

厄年に入ってしまったそうで、早々に休日子供と遊

んでいる折骨折してしまったそうです。 
それはさておきお話を伺いたいと思います。 

 
どうして行政書士になったのですか？ 

「学生終えてすぐ行政書士、土地家屋調査士事

務所に入り、補助者として働いていました。とに

かく依頼内容も多岐にわたり、その対応の難しさ

もわかっていました。しかし解決できたときの喜

びもひとしおで、お客様から笑みが見られたとき

の感動もまた次への励みとなります。」 

・・・なるほど 

 

 余暇はどのように過ごしていますか？ 

「お酒は飲まないのですが、よく飲み屋には友

人といきます。」 

・・・何をしているのですか？ 

「もっぱら食べます。そして歌います。何軒か

『はしご』もしますが、そのうちに酔った気分に

なれますよ。」 

・・・良くわかりませんがどういったお店に行く

んですか？ 

  「それはいえません」 

・・・わかりました。おもしろいですねえ。 

 

今熱中していることは何ですか？ 

「今クワガタの収集とその繁殖に取り組んで

います。とくに卵の採取は難しいですよ。それを

ふ化させ、成虫は何年も年を越させるんです。」 

 
 

 

日本行政誌８月号に日政連の定期大会に関する

概要が所載され、今年度の執行目標が示されていま

すが、この大会での各単会から提出された質問事項

とこれに対する答弁等は除外されております。この

質問で特に今後の事業推進に欠くことのできない案

件等について、７月２４日に正副会長と常任幹事に

よる詳細に打合せを実施し、これを幹事会で構成す

る委員会に付議、事業推進に併せての検討をするこ

ととし、分科会方式で検討をしました。特に畑会長

は懸案となっている他士業との関連に対応する打開

を日行政と情報共有のもと推進して行くことと、近

く到来する国の選挙については当書士会が議員立法

と言う原点に立って関係議員の支援に全力を傾注す 
る必要を力説されたし、事業面でもＡＤＲ関係を始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と言って何匹ものクワガタが入ったケースを見

せてくれました。中でも７センチほどのオオクワガ

タを手に取り「これは貴重なクワガタでこれからが

大変なんです。」目を細めそんな話をする永岡会員は

まるで小学生のように無邪気でありました。 

 

仕事に関しては会員

の中でも勉強熱心なこ

とで定評があり、これ

からの日光支部の要と

なる人材です。意外な

一面を見たような気が

しますが、何か心休ま

るような訪問でした。 

 

 

 

（日光支部支局長  杉山 茂） 

 

 

 

め業務拡大に寄与できる案件について会長は全力を

以て当たるので幹事各位の強調と、これが会員への

周知に努力を要請された。 
幹事会では定期大会で質問の組織の改正した事

項と会費の未納、未加入者等に関する協議について

の問題点等を各委員会別に分科会式に分散し差戻し

た協議の結果を７月２５日午前中の幹事全体会議で

討議して決定したものを今年度の事業推進の中で取

り入れること。 
広く会員に周知を図るため日行連誌の紙面拡充

確保は勿論のこと各支部でも併せて広報等を通じ周

知をすることを申し合わせて会を閉じた。 
（日政連副会長 秋田 豊） 

 

おじゃましま～す！ おじゃましま～す！ 

政連だより 
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天の声 

 人間ドックを辞書検索してみると「健康状態を

総合的に精密検査するための短期間の入院。船体

点検のドック入りになぞらえたもの。」とあります。 
健康管理という意味で年に１回は受けようと

思っています。一泊でのドックもありますが必ず

しも入院しなくても、１日コースが選択でき、今

回も１日コースで行ってきました。１日と言って

も８時～２時間程度で終了し、最後の医師の問

診・診察が少々待たされますが、昼前には終了し

ます。 
サラリーマン時代は、全額会社負担でしたから

費用は特に考えていませんでしたが、自営業にな

ってからは、料金約５万円が自己負担となって結

構な金額に驚いたものです。しかし、市役所の国

保の窓口で申し込むと約３割自己負担で受けられ

ます。佐野市の場合自己負担１３，６５０円、国

保助成金２７，３００円です。検査項目は一般理

学検査・血液血清検査・呼吸器系・循環器系・消

化器系・肝機能検査・膵機能検査・腎機能検査・

脂質検査・眼科・診断、指導。オプションで腫瘍

マーカー検査が受けられるようです。料金は前立

腺癌・大腸癌・膵臓癌など項目により１，８９０

円～２，８３５円です。 
３年前ぐらいまでは、申し込みに行ってもほぼ

希望日が受付できたのに、ここ１・２年は、佐野

市安蘇郡合併の影響や、世の中「メタボ」と言わ

れるようになり健康志向になったせいなのか思う

ように、予約が取れなくなってきました。窓口の

人に、いつ申込すれば確実に予約が取れるのかを

尋ねてみたら、「今年度分受付開始日を市報でお知

らせしますので、受付け開始日には特設会場にて

予約が取れます。」との事でした。 
そんな訳で今回４月初旬、特設会場に行ってき

た。１０時開始と書いてあったので少し早く行こ

うと思い３０分前に行ったら、３列に並んだ大行 
列。１０時に整理券が配られ、なんと１１８番。

どうやら早い人は６時頃には並んでいたそうな。

ところで１２時になっても順番が回ってこない。

こういう時に限って午後の仕事の予約が入ってい

る。まいった！仕方なくばあちゃんを呼んで交代

し、そのまま仕事に向かう。後で聞いたら終わっ

たのが１時ちょい前だったとか。 
やっとの思いで予約した７月３１日がやって

きた。ここ１０年毎年受けているが、胃の検査だ 

 
 

 
けは苦手だ。最初の２・３年はバリウム検査だっ

たが、必ず再検査で胃カメラを受けるように指導

されるので、最初から胃カメラ希望して受けてい

るが、もっと楽にできないものかね。胃カメラさ

えなければいつでも行くのだが、腰が重い。しら

ばっくれていると、「人間ドックは受けたの？いつ

いくの？」と誰かさんに言われます。「自分のため

でしょ」と追い打ちをかけられ、渋々行くのが常

だ。 
病院からの『鼻からの胃カメラについてお知ら

せ』によると、【最近多くのお問い合わせをいただ

きますが、当院では希望者全員への実施はまだま

だ難しい状況です。そのため、どうしても口から

の胃カメラの実施が困難な方を優先させていただ

き、ご希望があっても実施できないこともござい

ますのでご了承ください。なお、過去にポリープ

や腫瘍などの所見を指摘されたことがある方は、

口からの胃カメラでの実施になります。】との事。 
 という訳で、毎回口からの胃カメラ検査です。

「鼻からのカメラは楽ですよ」と聞いていますが

残念です。今回もポリープの様な突起物が確認さ

れ、組織検査のため小型のピンセットの様なもの

でパチンと摘まれ、瞬間血液が花火の如くパーと

飛び散って一瞬真っ赤になっていました。胃の中

が画面を通して見えるのも善し悪しですが、自分

の目で確認できるから少しは安心かもしれません。 

組織検査は別料金で４，８００円でした。 
 なにはともあれ、我々自営業者は健康第一、体

が資本です。健康管理には、いま以上に気を使い

たいものです。 
約１ヶ月後には、検査結果が出てきます。毎度

の事ですが、これがまたＡだのＣだのやれ再検要

すだのいろいろ書いてあるんです。するとですね、

天の声がするんです。「部屋に籠ってないで歩け。

運動しろ。草むしれ・・・・・」 
（佐野支局長 白澤 茂） 
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２００９年３月３１日使用期限の 

戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書について 

既にお知らせのとおり、本年５月の戸籍法及び住基法の 
改正に伴い、２００９年３月３１日使用期限の職務上請求 
書は、平成２０年１１月１日以降一切使用できません。 
 事務局では、新様式の職務上請求書（￥８００）を販売 
しておりますので、必要な方はお買い求めください。 
（お手元の職務上請求書の使用期限が2009年３月31日であり、

且つ未使用ページがある物に限り、無償交換となります。） 

●購入の際必要な物 

・「旧様式」の職務上請求書（期限切れのものも含む） 

・購入申し込み用紙、誓約書、確約書（自署、職印押印） 

 ※栃木会の会員ページからダウンロードできます。 

●販売方法 

 事務局窓口または郵送(簡易書留)で受け付けております。

郵送での取扱についての詳細は、事務局へお問合せくだ 
さい。 

【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 備 考 

塩  那  

和知英夫 
H20.7.1 

329- 

1231 

塩谷郡高根沢町宝石台 3-1-7

テナント那須 201 号室
028-675-5520  

【退 会】  
支 部 氏 名 退会年月日 備 考 支 部 氏 名 退会年月日 備 考 
芳  賀 小菅一男 H20.7.1 廃 業 小  山 板橋三郎 H20.7.25 廃 業 

佐  野 傳 春男 H20.7.29 廃 業     
 
【変 更】                               

支 部 氏 名 変更事項 変 更 内 容 

宇 都 宮 深見 史 
事 務 所 

Ｔ Ｅ Ｌ 

宇都宮市西の宮 2-21-17 

028-601-7339 

足  利 萩原雅之 Ｔ Ｅ Ｌ 0284-71-2030 

宇 都 宮 赤津三男 
事 務 所 

Ｔ Ｅ Ｌ 

宇都宮市鶴田町 706 

028-902-1321 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

栃木県行政書士会員の動き 

編

集

後

記 

行政とちぎ８月号 №380 
発行人  栃木県行政書士会 会長 浅野吉知 
〒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。）

配布されたものを読むだけの気軽な立場から

企画編集する方の身になり、初めてその責任の

重さと、今までの広報部担当者のたいへんさを

感じる日々となりました。 
また、編集で本誌は各部会・支局長・各会員

等の活動と協力があって初めて出来上がるもの

という当たり前のことに気が付きました。 
中途からの新人広報担当ですが、一般会員に

本会活動や各種情報が広く流れるような会報が

作れるといいな、と考えています。 （福澤）

（平成 20年７月 31 日現在）

 お詫びと訂正 

 行政とちぎ７月号 P.21 に掲載の 

会員の動きに誤記がありました。 
 お詫びして訂正いたします。 
 【誤】那 須 青栁俊明 
【正】塩 那 青栁俊明 
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