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栃木県行政書士会
行政書士制度広報月間

官公署訪問及び電話無料相談会を実施
制度推進部では、行政書士制度広報月間の事業
として、各支部には、支部管内の官公署の訪問と
ポスター及び広報月間の協力願いの文書配布をお
願いいたしました。
また、昨年と同様に、下記の官公署へ、制度推
進部の理事が、各支部の理事と同行し、趣旨の理
解及び協力要請のため、挨拶に伺いました。

訪問先官公署
那須塩原市 市長 栗川 仁 様
同

副市長 君島 寛 様

大田原土木事務所
県北健康福祉センター 参事兼所長 瀧田晴夫 様
大田原市役所
同農業委員会
宇都宮市役所 都市計画課
同

農業委員会

同

経済部農業振興課

同

建設部土木管理課

同

環境部廃棄物対策課

同

自治振興部みんなでまちづくり課

安足健康福祉センター
足利土木事務所
足利市長（秘書課）
足利市農業委員会

那須那須塩原市
栗川仁市長、君島寛副市長を囲んで

足利市都市建設部都市計画課
足利市役所 都市計画課
さくら市農業委員会
高根沢町長 高橋 克法 様
高根沢町農業委員会
岩舟町町長 針谷 育造 様
真岡市長（総務課）
真岡市農業委員会
真岡警察署
真岡土木事務所
真岡税務署
都賀町町長 青木冨士夫 様

岩舟町 針谷育造町長を囲んで

大平町町長 鈴木俊美 様
小山市長 大久保寿夫 様
小山市

農業委員会

小山市

建築指導課

県東健康福祉センター

※ 支部役員との官公署訪問は、昨年に続き 2 回
目となりました。今回も市長、町長はじめ業務担当
者の方々にご挨拶ができましたことに関し支部長、
支部役員の皆様のご配慮に感謝いたします。
また、都合により訪問できなかった支部もありま
すが、来年度も継続していきたいと考えております。

都賀町 青木冨士夫町長を囲んで
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小山市 大久保寿夫市長を囲んで

大平市 鈴木俊美市長を囲んで

■ 電話無料相談会の実施
毎年 10 月は、連合会主催の行政書士制度広報月間
の事業として当会では、10 月 1 日、電話による無料
相談会を実施いたしました。相談は 6 件でありまし
た。内容としては、相続に関するものが多かったで
す。
相談員として、昨年に引き続き業務研修部の協力
をいただき的確に行うことができました。

相談員 風間 洋（業務研修部専門部員）
小林幸雄（宇都宮支部長）
石塚悦夫（制度推進部長）

三士会無料相談会の実施
～三士業間の連携及び協力～

10 月 1 日の「法の日」にちなんで 10 月 5 日（日）に三士会（栃木県土地家屋調査士会・栃木県
司法書士会・栃木県行政書士会）の無料相談会を県北会場（西那須野公民館）県央会場（福田屋シ
ョッピングプラザ宇都宮店）
、県南会場（道の駅思川小山評定館）県南会場（ジャスコ栃木店）の 4
会場にて実施いたしました。各会場とも多くの相談者が訪れ、盛況なうちに無事終了いたしました。
全体の相談件数は、114 件で、行政書士会は 24 件でありました。
行政書士会については、相続等の相談が多数ありました。また、今回相談員として各会場の支部
にお願いいたしましたが、快く受けていただきましたことを改めまして御礼申し上げます。

三士会無料相談会（県央会場）

三士会無料相談会（県北会場）

三士会無料相談会（小山会場）
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三士会無料相談会（栃木会場）

全国総務部長会が開催
全国総務部長会議が 9 月 24 日（水）13：30 か
ら日行連会議室において、
（1）職務上請求書の諸
問題について、
（2）「裁判員制度」についての講
演、
（3）行政書士実態調査について（報告）
、
（4）
会費納入に関する対応について、
と題して開催し、
翌日の正午に閉会した。
5 月 1 日から新様式に移行した戸籍・住民票の
職務上請求書の主な変更点は、①新様式の決定に
時間が必要であった事、②新様式に有効期限が無
くなった事以外は大まかなところは変更が無い事、
③旧様式を 10 月まで使える様になった事等が挙
げられる。
住民票は、総務省所轄の自治事務で区市町村長
に取り扱いの裁量を委託している。また戸籍は、
法務省所轄の法定受託事務、市区町村に通達によ
り細かい書き方まで決められている。日行連は今
後これらの取り扱いについてマニュアルを作成す
る予定。
来年から導入される
「裁判員制度」
については、
講師に最高検察庁鶴田小夜子検事を迎え講義を受

けた。活動を自由にする代わりに国民に司法参加
をして貰う、
被告・被害者に判り易い事の大切さ、
裁判時間を短縮する等を鑑み裁判員制度が導入さ
れたこと。制度が導入されると、①争点を整理し
た裁判となる、②通常用語を使い分かり易い裁判
に、③3 日以内の裁判を主とし 5 日以内を含め 9
割を占めるものと考えられる、また④企業等は就
業規則の変更を要することがある。
翌日の 25 日は、５グループに別れフリートー
クが行われ、最後に取りまとめとしてグループの
代表が報告した、①会費未納については、未納会
員の対応は、各単位会により様々な対応があり、
法改正を待たなければ解決がつかない一面のある
こと。一方で未納会費が「０」の単位会も在る事
が報告された。②研修に係る問題、総務部は新入
会員の研修に関することに絞り込んだ協議、研修
センターの活用と出席率の向上、マニュアル充実
の必要性、DVD の活用等々報告があり、正午に
２日間の会議が終了となった。
（総務部長 前沢真一）

福利厚生 日帰り旅行
平成２０年１０月３０日（木）『皇居・恵比寿
ガーデンプレイス・ＮＨＫ見学』です。計画を立
てたときー参加申し込みはあるだろうか、誰も申
しこまないかも知れないーと心配しましたが、募
集をしてみると大人気！すぐに定員を上回り泣く
泣くお断りをしたという状況です。
ゴメンナサイ。
早朝６時半書士会出発。７時半栃木駅。今回一
番の目的地が皇居のせいか、先輩の会員が多いよ
うだ。高速道路の流れは順調で、首都高速は気味
が悪いほどスーイスイ。一体どうしたわけだろ
う？皇居は、集合時間がキビシイため時間調整を
する。ガイドさんの名調子に依り、首を右に左に
まわしながら付近を一まわりする。今日の国会議
事堂は、やけにちいさい。
皇居内は、意外に自然の雰囲気があり嬉しい。
お正月に陛下御一家が手を振る建物、組閣の写真
を撮るヒナ段。二重橋の一番上を歩いて渡ってみ
たいと思っていたので実現できて嬉しい。警察官
が林の中にそっと立っていたりして、ビックリす
る。私としては、吹上の自然林を期待していたと
ころが、当てがハズレて、ちよぴり残念ではあっ
た。
昼食は、恵比寿ガーデンプレイスタワー内の
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東天紅。ここでの中華は和やかで楽しく、おいし
かった。ここも東京で人気のスポットらしい。
最後はＮＨＫ見学。
かなり大勢の見学者がいる。
美人の誘導係に従って一団体ずつ調整してはいる。
テレビ画面に、自分たちが主役のように映る為の
くふうかしら？ 主役といえば、それ様のスタジ
オで「キャスターの体験をどなたか・・・・？」
と言われ、わが会の渡辺一憲会員が「ハイ！」と
積極的。ドキドキわくわくだったが、とても楽し
く「クセになりそう」で「全国放送してもらいた
かった。」ほどだったとか。ふだん経験できない
ことの数々が、
今回は思いがけずやれてしまって、
よかったと、帰りのバスの中は話題沸騰。愉快な
一日でした。 参加者の皆さんのご協力により全
員無事帰宅しました。
ありがとうございました。 （総務部 山本昭子）
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山本理事 枝野専門部員
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水
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10 日

金

14 日
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火
木

17 日

金

20 日

月

行政書士制度広報月間
岩本副部長
官公署訪問
行政書士制度広報月間
浅野会長 石塚部長
官公署訪問
三士会無料相談会（県北会場） 田淵支部長 大槻理事 田沼専門部員

Ｐ
3.4
Ｐ
3.4
Ｐ4

三士会無料相談会（県央会場） 岸会員 小平会員 福田会員

Ｐ4

三士会無料相談会（県南会場） 青木副会長 野原会員 福島会員

Ｐ4

三士会無料相談会（県南会場） 市村支部長 松本部長 鈴木昇理事
三士会無料相談会４会場巡回 石塚部長
総務部会
浅野会長 堀越職務代理者 前澤部長 青木副会長
毛塚副部長 秋田理事 鈴木康夫理事 山本理事
行政書士制度広報月間
石塚部長
官公署訪問
第４回成年後見制度初級特別 廣田部長 奥村副部長 小泉理事 枝野専門部員
研修会
平成２１年度カレンダー撮影 手塚部長 廣田部長 福澤副部長
ＴＩＡ無料相談会
福澤副会員 金子会員
行政書士制度広報月間
石塚部長
官公署訪問
行政書士制度広報月間
鈴木昇理事
官公署訪問
会計精査
松本部長 根岸副部長
長竹副部長 井上会員
知的財産権実務研修会
行政書士制度広報月間
浅野会長 石塚部長
官公署訪問
青木副会長 手塚部長 福澤副部長 宮澤理事
編集会議
県との研修会について
青木副会長 前澤部長
電子政府・オンライン申請体 関副委員長
験フェア
財務経理部会
堀越職務代理者 松本部長 根岸副部長 和賀井理事
押野支部長 船田会員
中間会計監査
平成２０年栃木県との研修会 浅野会長 堀越職務代理者 青木副会長

Ｐ4
Ｐ4
②
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―
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―
―

③成年後見制度特別研修会
７日 1：30～16：30

① 成年後見ワーキンググループ
２日 13：30～15：45
【内容、確認】
１. 成年後見等事業の今後
２. 成年後見の組織形態
３. 一般社団について
４. 定款について
５. 社員・理事・監事について
６. 費用について

② 総務部会
６日 13：25～16：10
【内容】
1. 新規登録者について
2. 福利厚生旅行について
3. 県との研修会について
4. 行政書士試験監督員について
5. 新入会員オリエンテーションについて
6. 入国管理規定について
7. 関地協について
8. 第３回理事会について
9. その他、今後の予定にいて
・ 顧問弁護士について
・ 補助者規定について
・ 成年後見ワーキングの報告
・ 正副会長部会について
・ メールサーバーについて
【決定、確認】
1. 名簿回覧、住所地と事務所との距離と
登録について協議
2. 福利厚生旅行の人数確認、行程確認
3. 県との共催研修の参加要請
4. 行政書士試験監督員の募集状況、説明会
5. 新入会員オリエンテーションの確認（日時、
担当）
関連事項 全国総務部長会議（会費滞納）
支部交付金）報告 日行連新人研修都会のオ
リエンテーションとの関係
6. 入国管理規定について 現状報告
7. 関地協の日時 参加者確認
8. 第３回理事会 12 月１８日（木）1：30
あさやホテル
9. その他
総会平成２１年５月２２日（金）東日本ホテ
ル
顧問弁護士の次年度予算化を検討
補助者規則は作らない
正副部長会議 １１月１９日（水）
メールサーバー

－7－

【内容】
１. 成年後見制度の概要
２. 任意後見契約の利用状況
３. 任意後見制度普及上の問題点
４. 任意後見契約の利用形態
５. 任意後見契約の締結
６. 任意後見契約内容と文例
７. 任意後見契約の登記
８. 任意後見の開始
９. 任意後見の事務
10 任意後見の終了
【決定・検討事項】
成年後見と意思能力と行為能力について
任意後見と家庭裁判所の取扱いについて
委任契約及び任意国研契約公正証書の具体的
な内容の説明
④平成２１年カレンダー撮影
８日 16：30～19：00
【内容】
下野しぼり家元 諏訪ちひろ氏、下野人形
作家 諏訪志津子氏に足利の廣田部長の写真
スタジオに人形携帯できていただき下野人形
の撮影を行った。
⑤編集会議
１０日 13：00～16：00
【内容】
1. 行政とちぎ１０号校正
2. カレンダー作成について
3. その他
【決定】
2. カレンダー撮影終了報告
3. 事務局が今後、行政とちぎの編集が出来
ない為、専門部員を探す必要がある。
･ サーバーについて正常な状態で作動でき
るようにしてほしい。
･ 掲示板について、総務部から記名以外は削
除する。

⑥電子政府・オンライン申請体験フェア
１６日 10：30～17：00
【内容】
モデル体験システムの会場で、説明員の話を聞
きながらＰＣ画面を何人かで確認し、マウスを使
う体験も出来た。
基調講演をビデオで聴講。自動車保有関係手続
のワンストップサービスについては、栃木県は利
用できる地域に含まれていない。拡充の予定はあ
るそうだが、財源の関係で遅れているようである。
ワークショップにも参加したが中々自力で理解
するには困難。

支 局 情 報
【宇都宮】

平家落人の里・湯西川温泉一泊の旅

１０月１１日・１２日、宇都宮支部研修旅行
を実施しました。参加者は３０名。今回は「県
内のいい宿に泊まりたい」との会員の要望を受
け、宿を湯西川温泉の本家伴久旅館に決定。湯
西川温泉流域活性化センター長の安西裕会員
（栃木支部）の全面協力をいただいての企画と
なりました。
一日目は大笹牧場で昼食の後、
乳搾りに挑戦。
これがなかなか難しい。と思いきやベテラン会
員の手にかかるとあっさり出る
牛の乳。
テクニックの差を見せつけられました。
彼女（牛）は何も言いませんでしたが、なんと
なく目が不満そうでした。
「あんたヘタね」と言
われた気がします。修行を積んでの再チャレン
ジを心に誓いつつ、いよいよ湯西川へ。
平家落人の里として知られる湯西川ですが、
平家の家紋がアゲハチョウとのことで、蝶の美

⑦財務経理部会
１７日 10：30～12：00
【内容】
1. 会費未納者への対応について
2. 会費の請求方法について
【決定、検討】
1. 請求書発送、納期期限を検討
催告書発送、納期期限を検討
綱紀委員会、理事会で支部長へ協力要
請
2. 会則２０条の改正

術館を見学。水彩画や刺繍、切り絵などの作品
とともに標本も展示され、その下に設置された
鏡で裏面も観察できるようになっていました。
当時の生活の様子を再現したという平家の里
を見学した後、歴史を感じさせる宿、本家伴久
に到着。部屋ごとに作りが異なるという、なん
とも凝った趣のある客室でしばし寛いだ後、楽
しみにしていた露天風呂へ。側を流れる川の水
はとても透き通っており、魚がよく見えます。
側には橋が架かっており、
男湯がよく見えます。
平家の落人たちが使っていた橋を再現した、
という吊り橋を渡って行くと、囲炉裏を囲む山
の幸の数々。濁り酒と若女将の歌に酔う贅沢な
ひとときを堪能しました。
二日目には道の駅「湯西川」から水陸両用バ
スに乗車。
（沈没しても脱出できるように）窓が
無いため、この時期はかなり寒いです。ダム壁
面の地上６０メートルのキャットウォーク（作
業用通路）を体験し、背筋もしっかり冷えたと
ころでいよいよダム湖へ。船長（運転手）が水
中メガネとシュノーケルを装着！ 水しぶきを
上げて水面に突入！ 思わず歓声！ バスがそ
のまま船になる、と聞いて「楽でいい」なんて
地味なことを思っていましたが、これはなんと
も新鮮な体験。天気も良くて実に爽快でした。
今回のコンセプトは当初「近場でのんびり、
温泉を楽しむ旅」でしたが、吊り橋やダム等の
高所が多く、行程表にないキャンプ場や竜王峡
の散策などが追加されたことから、
「スリル満
点！運動不足解消の旅」となりました。スリル
ありすぎ、との感想も一部ありましたが、なん
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とか無事に終了することができました。ご参加
ありがとうございました。なお、宇都宮支部Ｈ
Ｐ「ギャラリー」に写真が掲載されています。
ぜひご覧ください。
http://www.gt9.or.jp/gyosei/utsunomiya/
（副支部長 田代 昌宏）

那須支部親睦旅行
１０月１８日（土）
、那須支部では「四季の里
と裏磐梯紅葉狩りの旅」と題し、日帰りの親睦
旅行を実施しました。
当日は朝から快晴で、参加者１５名を乗せた
貸切バスは、最初の目的地である福島市の「四
季の里」へ。ハーブ園、工芸体験館、農産物の
売店、飲食施設などを擁する複合施設で、当日
はさまざまな種類のバラが咲きみごとでした。
手打ちそばで早目の昼食をとり次の目的地へ。
磐梯吾妻レークラインで五色沼を目指しまし
たが、参加者からの提案で急きょ、途中にある
養老渓谷を散策することになりました。駐車場
から急な坂道を下ること１０分、川岸から見上
げる渓谷の紅葉がみごとでした。しかし、予想

研 修 名
ＡＤＲ初級講座 無料講習会 第２回
〃
第３回
成年後見制度中級研修会
第１回
〃
第２回
〃
第３回
〃
第４回
〃
第５回
〃
第６回
コンピューター利用研修会
初心者のための開発行為研修会
契約法定業務ビデオ研修会
入管業務の基礎※

どおり帰路では日頃の運動不足がたたって息切
れする人もちらほら。表情の紅葉を楽しむこと
ができました。
その後、五色沼でも紅葉を堪能した後、喜多
方へ向かいました。レンガ蔵の見学、酒蔵の見
学、喜多方ラーメン店など自由行動へ。酒蔵を
見学した参加者の真の目的は試飲にあったよう
です。
朝夕の寒さを心配していましたが、ドライブ
に絶好の小春日和となり、楽しい懇親旅行とな
りました。
（那須支部 田沼芳友）

H20.11.27
H21. 2.26
H20.12. 2
H20.12.16
H21. 1.20
H21. 2. 3
H21. 2.17
H21. 3. 3
H20.12. 1
H20.12. 3
H21.1.21
H21.1.22
H20.11.26

開催日時
13:30～16:00
13:30～16:00
13:30～15:30
13:30～15:30
13:30～15:30
13:30～15:30
13:30～15:30
13:30～15:30
13:30～16:00
13:30～16:30
10:00～17:10
10:00～16:10
13:30～15:30

申込〆切日
H20.11.25
H21. 2.24
H20.11.28
H20.12.12
H21. 1.16
H21. 1.30
H21. 2.13
H21. 2.27
H20.11.25
H20.11.20
H20.11.28

申込書掲載号
行とち７月号
〃
行とち９月号
〃
〃
〃
〃
〃
行とち 10 月号
〃
行とち 11 月号

H20.11.20

事務局に問合せ

1 月号の記事募集
1 月号は牛年生まれの会員の記事を特集します。
まもなく牛年生まれの会員の方に原稿の依頼が届きます。ぜひご協力をお願いします。
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国土交通省

ＰｒｅｓｓＲｅｌｅａｓｅ
平成 20 年 10 月 7 日

記者発表資料
問合わせ先

国土交通省大臣官房地方課公共工事契約指導課
ＴＥＬ03（5253）8111 内線 21962

課長補佐

山下

政浩

直通（5253）8919

＊インターネットー元受付参加機関の各問い合わせ先については、別紙をご覧下さい

平成 21.22 年度定期競争参加資格審査インターネット一元受付の実施について
平成 21.22 年度定期競争参加資格審査インターネット一元受付の具体的な内容が決ま
りましたので、お知らせいたします。
Ⅰ建設工事

１.インターネット一元受付の対象について
平成 21.22 年度定期の資格審査において、一元参加機関（表―1）への申請を希望する場
合には、インターネットによる一元受付ができます。
ただし、以下の①~⑨に該当する場合には、インターネットによる申請ができませんので
御注意ください。
① 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 3 条の規定による許可及び同法第 27 条の 23
に規定する経営事項審査を受けていない場合
② 競争参加資格申請の直前に通知を受けた経営事項審査の審査基準日が平成 19 年 6 月
30 日以降のもので、再審査を含めて平成 20 年 4 月 1 日付けで改正された基準による
経営事項審査の総合評定値通知を受けていない場合（郵送方式、持参方式においても
同様に申請を行うことができません）
③ 経常建設共同企業体として申請する場合
④ 事業共同組合で特例計算を希望する場合
⑤ 協業組合・企業組合で一定の組合員に関する書類を提出する場合
⑥ 合併会社等で、新たに申請を行う場合（合併等の後、既に再認定を受けている場合は
除く。）
⑦ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始決定を受けた者で、競
争参加資格の再認定を受けていない場合
⑧ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始決定を受けた者で、競
争参加資格の再認定を受けていない場合
⑨ グループ経営事項審査又は持株会社化経営事項審査を受けている場合
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表―1【インターネット一元受付参加機関（建設工事）
】
１. 国土交通省大臣官房会計課所掌機関
15.最高裁判所
（各運輸局、各航空局、気象庁、会場保安
16.内閣府沖縄総合事務局
庁等）
17.東日本高速道路（株）
２. 国土交通省地方整備局
18.中日本高速道路（株）
（道路・河川・官房営繕・公園関係）
19.西日本高速道路（株）
３. 国土交通省地方整備局（港湾空港関係） 20.首都高速道路（株）
４. 国土交通省北海道開発局
21.阪神高速道路（株）
５. 総務省
22.本州四国連絡高速道路（株）
６. 法務省
23.独立行政法人水質源機構
７. 財務省財務局
24.独立行政法人都市再生機構
８. 文部科学省
25.日本下水道事業団
９. 厚生労働省
26.独立行政法人鉄道建設・運輸施設整
10.農林水産省大臣官房経理課
備支援機構
11.農林水産省地方農政局
27.独立行政法人鉄道建設・運輸施設整
12.経済産業省
備支援機構（国鉄清算事業関係）
13 環境省
14.防衛省

２.インターネット受付専用ホームページＵＲＬ
https://ｗｗｗ.ｐｑｒ.ｍｌｉｔ.ｇｏ.ｊｐ
解説期間：平成 20 年 11 月 4 日から平成 21 年 1 月 16 日

3.資格審査申請のプログラムの稼動環境について
動作条件として、以下のいずれかのＯＳ及びソフトが必要になります。
① ＯＳ
（イ）Ｗｉｎｄｏｗｓ2000（日本語版）が動作するパソコン
（ロ） ＷｉｎｄｏｗｓＸＰ（日本語版）が動作するパソコン
（ハ）ＷｉｎｄｏｗｓＶｉｓｔａ（日本語版）が動作するパソコン
②プラウザ（ＳＳＬに対応したプラウザ）
（イ）Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ
（ロ）Ｎｅｔｓｃａｐｅ
（ハ）Ｆｉｒｅｆｏｘ

ｉｎｔｅｒｎｅｔ

Ｅｘｐｌｏｒｅｒ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｏｒ

5.5 以上

7.1 以上

2 以上

③入力プログラム
（イ） Ｍａｃｒｏｍｅｄｉａ
（ロ） Ａｄｏｂｅ

Ｆｌａｓｈ

Ｆｌａｓｈ

Ｐｌａｙｅｒ

Ｐｌａｙｅｒ

7 以上

9 以上

④必要となるハードウエア
（イ）ＣＰＵ

Ｉｎｔｅｌ

ＰｅｎｔｉｕｍⅢプロセッサ 550ＭＨｚ以上

（若しくは同等の互換プロセッサ以上）
（ロ）メモリ

最低 256ＭＢ以上

（ハ）ＨＤＤ空き容量

最低 500ＭＢ以上（プログラム領域）
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（ニ）ディスプレイ

800×600 以上

＊ （イ）～（ニ）については上記のスペック以上のハードウェアを推奨します。

4.今後のスケジュール
（1） パスワード申込受付期間

平成 20 年 11 月 4 日（火）～平成 20 年 11 月 28 日（金）

（2） 納税証明書の送信期間

平成 20 年 11 月 4 日（火）～平成 21 年

1 月 15 日（木）

（3） 入力プログラムダウンロード期間

平成 20 年 11 月 4 日（火）～平成 21 年

1 月 15 日（木）

（4） 申請用データ受付期間

平成 20 年 12 月 1 日（月）～平成 21 年

1 月 15 日（木）

＊平成 21 年 1 月 15 日（木）17：00 までに申請用データ受付を終えてください。
＊システム稼働時間

平日 9：00～17：00

土曜日、日曜日、祝日、年末年始 12 月 29 日（月）～1 月 3 日（土）の終日及び平日の
17：00～9：00 の間は、システムを運休します。

5.資格審査申請書（申請ダータ）作成の手引きについて
ホームページから（無料）で入手できます
http://www.mlit.go.jp/chotasu/shikakushinsa/index.html

6.インターネット申請に必要な経営事項審査
申請に当たって必要な経営事項審査について
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 21.22 年度定期受付
の場合には、申請する日の直前に受けたものであつて、かつ、平成 19 年 6 月 30 日以降を
審査基準日とするものろなります。
（平成 19 年 6 月 30 日以降を審査基準日とする経営事項
審査の結果通知書が複数ある場合には、そのうち最新のものでなければなりません。）
さらに、平成 21.22 年度の資格審査に当たっては、建設業者が再審査による場合も含め、
平成 20 年 4 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地を受けていることが必須要件となりますので御注意ください。
＊総合評定値通知書の写しの提出は不要です。
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入札参加資格の電子申請について（平成２１・２２年度定期受付分）
～栃木県県土整備部より～
平成２０年９月
行政書士の皆様へ
栃木県県土整備部監理課建設業担当
栃木県電子申請届出システム（URL（https://www.info.ds.pref.tochigi.lg.jp/）により、建
設工事及び測量・コンサルタントの入札参加資格審査の申請（平成２１・２２年度定期受付分に
限ります。）を行う場合には、下記のとおりとしてください。
利用者登録（申請者ＩＤの取得）
◆本人の了
解があれば、
行政書士が
登録を行う
ことができ
る。
◆本人の了
解があれば、
連絡先メー
ルアドレス
に行政書士
のメールア
申請者の了解があ
ドレスを登
れば行政書士のメ
録すること
ールアドレスの登
ができる。
録が可能。

申請
１ 連絡先情報の入力【最初の画面】
◆氏名また
は代表者氏
名欄の姓に
「行政書士
である旨」、
名に「行政書
士の氏名」を
入力する（ふ
りがなも同
様）
。
◆電話番号、
ＦＡＸ番号
及びメール
アドレス欄
には、当該行
政書士のも
のを入力す
る。
〔記入例〕
（氏名又は代表者氏名欄に入力する場合）
姓 行政書士

名 山田太郎
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２ 申請担当者に関する事項【建設工事３画面目、測量・建設コンサルタント３画面目】
◆申請担当
者に関する
事項には、申
請事業者の
担当者の情
報を入力す
この欄には行政書
る。
士の情報は入力し
※行政書士
ない。
の情報は入
力しないこ
と。

３ 到達確認通知【最終画面】
◆到達画面
通知の確認
を印刷する。
◆連絡先の
行政書士名
の右側余白
に、当該行政
書士の連絡
先（電話番
号、ＦＡＸ番
号）を記入す
る。
◆別送書類
に同封して
送付する。

※

印刷したものの余
白に行政書士の連
絡先（電話番号、Ｆ
ＡＸ番号）を記入す
る。

上記のＩＤとパスワードを用いてシステムにより行われた電子申請については、本人により
行われたものとみなされます（電子申請届出システム利用規約第８条）ことを念のため申し
添えます。

【問い合わせ先】
◆電子申請システムの設定、操作及び利用者登録等について
栃木県行政手続インターネットサービスヘルプデスク
電話 ０１２０－００２７３４
※受付時間 ９時～１７時（土日祝日、年末年始を除く。
）
◆手続きについて
県土整備部 監理課 建設業担当
電話
０２８－６２３－２３９０
ファクス ０２８－６２３－２３９２
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栃木県内 市町別
平成 21・２2 年度 入札参加資格審査申請日程表

県市町名

担当部署

電話番号

（平成２０年１１月５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)
契約課契約ｸﾞﾙｰﾌﾟ(物)

028-632-2163
028-632-2163

1/15～2/12（予） 1/8～1/22（予） 11/4～11/21

2

足利市

管財課契約係

0284-20-2119

未定

3

栃木市

契約検査課契約担当(建)
財政課管財担当(物)

0282-21-2411
0282-21-2303

１月中旬

4

佐野市

契約検査課

0283-20-3027

未定

5

鹿沼市

契約検査課

0289-63-2278

12/1～12/19

6

日光市

契約検査課契約係

0288-21-5134

未定

7

小山市

建設監理課工事契約係(建)
管財課物品契約係(物)

0285-22-9323
0285-22-9325

未定

8

真岡市

総務課契約検査係

0285-83-8145

市内に本社がある業者：12/15～12/22
市外に本社がある業者：1/5～1/20

9

大田原市

検査課

0287-23-8189

12/1～12/24

10

矢板市

財政課

0287-43-1114

1/9～1/23

11

那須塩原市

契約検査課契約係

0287-62-7114

未定

12

さくら市

財政課財産管理係

028-681-1122

未定

13

那須烏山市

総務課管財係

0287-83-1111

未定

14

下野市

管財課

0285-40-5553

未定

15

上三川町

総務課管財係

0285-56-9114

２月中旬

18

西方町

建設課

0282-92-0308

未定

19

二宮町

総務企画課管財係

0285-74-5010

未定

20

益子町

企画課管財係

0285-72-8829

未定

21

茂木町

建設課土木管理課(建)
総務課庶務係(物)

0285-63-5647
0285-63-5614

２月予定

22

市貝町

建設課

0285-68-1117

２月予定

23

芳賀町

管財課

028-677-1111

未定

24

壬生町

総務部総務課

0282-81-1809

１月上旬

25

野木町

総務課契約管財係

0280-57-4112

1/14～12/28

26

大平町

管財課管財係

0282-43-9207

2/1～2/28

27

藤岡町

財政管理課管財係

0282-62-0901

21.22年追加申請4/1～

28

岩舟町

総務課消防管財担当

0282-55-7752

未定

29

都賀町

総務課管財係

0282-29-1100

未定

30

塩谷町

総務課管理担当

0287-45-2210

未定

31

高根沢町

総務課監理係

028-675-8101

２月予定

32

那須町

総務課契約検査担当

0287-72-6902

未定

33

那珂川町

総務課管財係

0287-92-1111

22年23年分 21年9月予定

※(建)：建設工事、測量・建設コンサルタント (物)：物品
※未定の市町については、来月以降の行政とちぎに掲載いたします。

－15－

12/11～12/25

12/8～12/12

12/2～12/18

未定

１月上旬

○
○
○
○
○
○

研修内容は、条文・判例の解説が中心となっています。
日
時
平成２１年１月２１日（水） １０時から１７時１０分まで
平成２１年１月２２日（木） １０時から１６時００分まで
場
所
栃木県行政書士会館２階
対 象 者
行政書士
受 講 料
１，０００円（＠５００×２日）
テキスト代
１，２６０円
昼 食 代（希 望 者）
８００円（お弁当代１個）
プログラム 第１日目 平成２１年１月２１日（水）
時 間
研 修 項 目
１時限目
10：00～11：00
第１章 民法契約法～５６５条
２時限目
11：00～12：00
第２章 契約各論～５６１条
３時限目
13：00～14：00
１担保責任の要件～（２）担保責任の内容
４時限目
14：00～15：00
（３）損害賠償の範囲～２買戻権譲渡の登記
５時限目
15：10～16：10
第３節 消費貸借～６００条
６時限目
16：10～17：10
第５節 賃貸借～６２０条
プログラム 第２日目 平成２１年１月２２日（木）
研 修 項 目
時 間

１時限目
10：00～11：00
第６節 雇用～６４１条
２時限目
11：00～12：00
第８節 委任～重要判例
３時限目
13：00～14：00
第３章 消費者契約法～１２条
４時限目
14：00～15：00
第４章 割賦販売法～最終まで
５時限目
15：10～16：00
効果測定
※この研修は平成１８年８月２日～３日に行ったものと同じものです。
※受講料、テキスト代、昼食代（希望者）は研修初日に集金致しますので、なるべくおつりのない
ようにお持ち下さい。
※テキストを発注する都合上、研修会にお申し込みされて、当日参加できない場合もテキスト代
はいただくことになりますのでご了承願います。
※今回は法定業務研修のため、特に時間厳守でお願いします。また、補助者の方は受講できません。
※法定業務研修の認定を受ける予定ですので、効果測定の結果、日行連会長と研修センター所長
の連名で修了証書が発行されます。
申し込み締め切り日
「契約」法定業務ビデオ研修会 平成２０年１１月２８日迄
※テキスト発注の都合上１１月２８日（金）締め切りとさせていただきます。
尚、条文はテキストに書いてありますが、ご愛用の六法をお持ちの方はご持参ください。
事務局までＦＡＸにてお申し込み下さい。(ＦＡＸ 028-635-1410)
「契約」法定業務ビデオ研修会(1/21,22 開催)参加申込書 平成２０年
氏名

支部名
※昼食ご希望の方は、○をお付け下さい。
1 月 21 日（水）昼食

1 月 22 日（木）昼食
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月

日

支局かわら版

宇都宮 二荒山神社の祭り

宇都宮支部

宇都宮の町は、二荒山を中心に栄えてきた。こ ● 2 月 1 日 花市 参道に屋台が並び、達磨・
の二荒山神社の歴史は約1600 年前にさかのぼり、
豆太鼓・黄鮒などの縁起ものが売られる。
宇都宮の始祖 豊城入彦命（とよきいりひこのみ ● 2 月 3 日 豆まき 年男年女が櫓の上から福
こと）を祭っている。呼び名は、
「ふたあらさん」
撒きを行う。お菓子やゴムボールなどをもみ
ではなく、
「ふたあらやま」が、正式名称である。
くちゃにされながらも手にできると運が開け
これは、日光の二荒山神社との混同を避けるため
たようで、嬉しい気分。
だそうだ。
● 5 月 15 日 田舞祭（たまいさい）豊作を祈る
農耕儀礼として奉納されている田楽舞の歴史
は平安時代にさかのぼる。市の無形文化財。
● 6 月 30 日 茅の輪くぐり（ちのわくぐり）大
祓式。本殿前に作られた菅や茅でできた直径
２ｍもの輪を決まりどおりにくぐり、無病息
災を祈る。
● 7 月中旬 天王祭（てんのうさい）二荒山神
社境内にある須賀神社の例祭。なんといって
も見所は、親子対面。市内を練り歩いてきた
各町内の御輿がタイムを争い提灯の飾られた
2008 年 10 月 12 日大鳥居完成披露
階段を一気に駆け上がっていく。
● 10 月下旬 菊水祭 二荒山神社の本祭。豊城
小学生の頃、トトロがいそうな森を『まむし注
入彦命を神輿に乗せ、その行列が上町下町と
意』の看板をよそにかけめぐって遊んだ覚えがあ
一日ずつ回る。勇壮な流鏑馬も行われる。
る。裏山がまだ駐車場にならない頃は、斜面を掘
ると貝の化石がでてきた。
夏休みの自由研究では、
この化石にお世話になった。そして、鳥居のまわ
りには、必ずといってよいほど屋台がでていた。
板状のカルメや、大きなたらいいっぱいのヤドカ
リ、
時々着色されたひよこなんかも売られていた。
この大鳥居が今年一回り大きなものに建て替
えられ、10 月 12 日にお披露目された。この鳥居
越しに見上げる階段上の神門も堂々の景色である。
今回はこの二荒山神社の行事を紹介したいと
思う。

年間行事

2008 年 10 月 25・26 日菊水祭 出発を待つ行列

● 12 月 15 日 冬渡祭（おたりや）その年のお
札や達磨をお焚き上げしてもらう。この炎に
手をかざすと風邪をひかないとか。夜空に上
がっていく炎と煙には一種独特の趣がある。
帰り道に飲む甘酒も美味。年明けの 1 月 15
日にも春渡祭（おたりや）があり、ここでは、
正月の松飾りをお焚き上げしてもらう。
● 1 月 28 日 太々神楽（だいだいかぐら）江戸
中期から続いている神楽で 1・５・９月の 28
日に行われる。市の無形文化財。

幼い頃のアルバムに残っている二荒山神社の
写真が今と変わらぬ姿にほっと心が安らぐ。
現在、参道の西側は、工事中であるが、鳥居内
の広場では毎月第三日曜日には骨董市が開かれて
いる。
JR 宇都宮駅より西に 1.2Km
宇都宮市馬場通り１－１－１
TEL
028－622-5271
（支局長 齋藤順子）
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おじゃましま～す！
おじゃましま～す！
した。ミニシアター系からおバカ映画まで興味が
あればジャンル問わず何でも観ます。また、ハリ
ウッドだけにこだわらず、
ヨーロッパ、
アジア様々
な国の映画を観ます。２週間映画を観ないとスト
レスがたまります。映画の事を書きだすと止まら
なくなるのでこの辺にしておきます。

今回は足利支部の服部会員の事務所におじゃまし
ました。
氏 名
事務所
入 会

服部一人
足利市通 6 丁目 3143 番地 9
2007 年 10 月

1、 入会の動機
幅広くたくさんの業務を扱えるところに魅力
を感じたので。
2、 得意業務
まだ、1 年目で得意な業務ができたと言える程
数多く扱っていません。
3、行政書士になって苦労していること
前 2 つの質問とも重なってくるのですが、実は
業務範囲が多くて扱う業務が絞れなかったことで
す。今は、相続・後見などの仕事と入管業務の仕
事に絞っていこうと考えています。
4、行政書士になって良かったこと
色々な方々に出会える事です。申請の仕事を始
めてからは世界観も変わりました。
5、趣味
映画鑑賞です。たぶん法律の知識より詳しいで
す。スクリーン上映で観た一番古い長編映画は
D・W・グリフィス監督の「イントレランス」
（1916
年製作）だと思います。チャップリンの長編は全
作品、黒澤作品も「隠し砦の三悪人」以降は全て
スクリーンで観ました。ただ、さすがに寅さんは
ＤＶＤでしか見ていません。それでも全作品見ま

6、モットー
「人は分からない事の方が多い」
と自分を正当化して、先輩の先生方に稚拙な質問
ばかりしてご迷惑をかけ申し訳ありません。皆様
親切にご指導してくれますので本当に感謝してい
ます。早く皆様に迷惑かけずに仕事ができるよう
努力していきます。
7、仕事で気をつけていること
お客様の話をよく聞くよう心がけています。最
初のうちはあまりこちらから質問しないようにし
ています。そして安心できるようにアドバイスす
る事を心がけています。
とは言っても難しいです。
7、最近ショックだったこと
行政書士試験の試験監督員の抽選に落ちたこと。
新人は落とされることはないだろうと高を括って
いましたが、見事に落選です。
8、最後に一言
こんな私ですが、宜しくお願いします。書士会
館の喫煙地域では人見知り度が倍増しますが、普
段は話し好きですので、気軽に声掛けて下さい。
服部さんに映画の話をさせたら止まりません。
映画評論家として食っていけるのではないかと思
えるくらいです。映画の好きな方は連絡してみて
ください。きっと喜んで話をしてくれると思いま
す。
行政書士試験監督員の抽選に落ちたようですが、
ショックなことではありませんよ。落ちた人のほ
うが少ないのですよ、考えようによっては大当た
りです。気楽に考えましょう。因みに私も抽選に
漏れました。
服部さんのような若い会員に活躍していただき
書士会を盛り立てていただきたいと思いつつ事務
所を後にしました。
（支局長 白澤 茂）
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栃木県行政書士会員の動き
【入 会】

（平成 20 年 10 月 31 日現在）

支部・氏名

入会年月日
登録年月日

那須

事

務

所

電

話

H20.10.15

3290511

下野市石橋 240-35

0285-51-0818

H20.10.15

3200851

宇都宮市鶴田町 3694-33

028-647-3033

H20.10.15

3290207

小山市美しが丘 3-6-10

0285-45-2681

H20.10.15

3230032

小山市天神町 2-3-5 丸源ﾊｲﾂ
102 号

090-8306-6741

H20.10.15

3200813

宇都宮市二番町 1-6 石町ビル
４Ｆ

028-633-8346

橋本 拓也
宇都宮
小磯 富司
小山
石川 典男
小山
渡邉 康明
宇都宮
内山 恒夫

郵便番号

備 考

2009 年版当会カレンダー製作に快く協力いただい
た、小山市の下野人形家元の諏訪志津子先生、下野
しぼり紙技術保持者諏訪ちひろ先生による下野ひ
とがた人形の展覧会が小山市ロブレ６F 小山市立生
涯学習センターにおいて下記期日で開催されます。
実物の人形は、写真以上に魅惑的ですので是非、
足を運んでみていただければと思います。
１１／２２（土） １３時～１７時
１１／２３（日） ０９時～１７時
１１／２４（月） ０９時～１５時
連絡先 ０２８５－２２－９１１１

編
集
後

来年のカレンダー、下野人形、下野しぼりの諏
訪志津子、ちひろ 両先生のご好意により、足利支
部廣田会員スタジオでの撮影の下、 観る者の心を
映し出すという下野人形の写真を掲載したすばら
しいものをお届けできるのではないのか、と打合
せや撮影風景を思い出す今日この頃です。
（福澤）
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