副会長

手塚 理恵

業務開発部では成年後見研究会、ＡＤＲ研究会、著作権研究会の設立総
会が終了し、行政書士が社会に貢献できる準備ができました。
成年後見研究会設立の準備のため住吉会長と業務開発部長と私で県内の
家庭裁判所を訪問し実態をお聞きしましたら、行政書士の実績が非常に少
なく、まだまだ行政書士が世間に認知されていないことがわかりました。
住吉会長の「行政書士制度を知ってもらうためのＰＲをしよう」との提
案で、家庭裁判所管轄内に５つの研究会設立後、包括支援センターを担当
者を決め「行政とちぎ」を持って訪問することにしました。栃木県行政書
士会が成年後見制度に協力できることと、介護の現場で困っていることは
ありませんかと直接話をさせてもらいます。まだまだ成年後見制度は必要
ないが、日常生活に不安がある方に「安心契約」を提案しました。内容は「金融機関でお金を下ろしたり、
役所で諸証明を取得したり、書類作成に困っている場合は、行政書士がお手伝いします」です。
宇都宮成年後見研究会では包括支援センター訪問後アンケートを取りましたら沢山の相談がありました。
今後はこれらを参考にして、研究を深めてまいります。成年後見制度に関する無料相談会も積極的に開催し
ていきます。
ＡＤＲで行政書士が活躍できるのは５年後か１０年後かわかりませんが、その時に備えて認証を取得する
事にしました。認証を取得する最大の特徴は「時効の中断」です。栃木会では将来外国人の在留資格者が増
加すると考え、
「外国人の職場環境・教育環境に関する紛争」と「居住用賃貸借物件に関する敷金返還または
原状回復に関する紛争」等の研究に入りました。
行政書士のＡＤＲの手法は「自主交渉援助型」という難しい方法です。関係法律とメディエーションを勉
強していきますが、栃木会にも大変な研修を受講終了し「手続き実務者」が１名誕生しました。期待してい
ます。
多くの方がパソコンを活用し、ホームページを持っています。素人でもデジカメで素晴しい写真が取れる
時代になりました。
知らないうちに著作権の問題に巻き込まれることもありますが、
わかりにくい分野です。
行政書士が出来る著作権をよく確認し研究していきたいと思います。
３つの研究会に私も末席に参加させてもらい一から勉強します。まだ参加していない会員さんは是非今か
らでも参加しませんか。
広報月間に正副会長、業務開発部員が手分けして県内の金融機関の本店を訪問し、行政書士が作成した遺
産分割協議書を使用していただくようお願いしました。良い回答を頂くことが出来ました。現在金融機関ご
とに用紙が異なり、相続人はとまどいを感じております。
栃木県警察本部を訪問し、社会問題になっています「オレオレ詐欺」
「振り込め詐欺」防止に協力できな
いか相談しました。警察本部でも協力をお願いしたいとの事で、来年の事業に組み入れる事にしました。会
員の皆さん何か良いアイデアがありましたら提案下さい。
社会貢献とは、地域に密着し地道に長い期間活動しなければ認知されませんから大変な努力が必要です。
行政書士の地位向上のため頑張りましょう。
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注目される「成年後見人」
「後見人」と聞いて、みなさんは、何を想像さ
れますか。
具体的にどんな人なのか、よくわからない方が
ほとんどではないでしょうか。
「後見人」とは「被後見人」や、
「親権者を欠く
未成年者」のために「財産管理や身上監護（本人
の生活を護るための手配）の任に当たる人」と説
明されています。
今回は、そのうち、被後見人に関わる「成年後
見制度」のお話です。
◆被後見人と後見の開始◆
まず「親権者を欠く未成年」は想像できたとし
ても、
「被後見人」が、何を指す言葉なのかがわか
らないと思います。
被後見人とは、
「知的障がいや精神障がい、認知
症などで判断能力が欠ける、または不十分な人」
で後見人がつくこととなった人のことを言います。
では「後見人がつく」とは、どのようなことを
指すのでしょうか。
手続きをする権利を持つ人が「この人には後見
人制度利用が相当かどうか」を医師の診断で確認
し、家庭裁判所に手続きをして（申立てと言いま
す）その申立てが認められ（審判が下りると言い
ます）後見人がつき「後見開始」となります。
この後見には、本人に判断能力の衰えの程度に
よって「後見」
「保佐」
「補助」というランクがあ
ります。
後見は、最も判断能力が衰えている場合で、補
助は軽度の衰え、保佐は両者の中間となります。
そして、後見人がついた本人を「被後見人」
「被
保佐人」
「被補助人」と呼び、本人をサポートする
人を「後見人」
「保佐人」
「補助人」と呼びます。
◆制度利用のタイミング◆
制度の存在を知ったところで「この制度が果た
して必要なのか」と思われるかも知れません。
そこで、後見人が必要な場面について、お話し
ます。
身体に障がいが発生したら、お食事の世話、お
風呂の世話、お散歩、リハビリ・・・等の場面で、
生活のサポートが必要になります。
そして、判断能力に衰えが発生した場合のサポ
ートは、次のような場面で必要になります。
●判断能力が欠けた本人の預貯金口座の解約をし
なければならなくなったとき。
●本人の親などが亡くなり、遺産を相続しなけれ

宇都宮支部
井上尉央

ばならなくなったとき。
●本人が交通事故等により、脳に損傷を受け、相
手と示談をしなければならなくなったとき。
●本人が受け取るべき生命保険等の保険金を受け
取らなければならなくなったとき。
●施設と入所や介護の契約をするとき。
●ある業者が契約の提案をするけど、その内容や
金額が適正なのか判断するべきとき。
数えあげれば、まだまだあります。
このような時に、本人のための判断や、契約な
どの法律行為を行うのが、後見人の主な役割とい
われています。
ただし、ご飯を食べさせたり、着替えさせたり、
といった「介護」と表現される行為は、本来、後
見人に期待する仕事ではないので、注意が必要で
す。
◆制度の必要性◆
本当は、家族などの身近な人から、サポートが
受けられれば何よりです。しかし、悲しいことに
そういう人達が判断能力の衰えた方の味方になっ
てくれるのかというと、そうとは限りません。
身体のサポートが必要な時に、虐待や放置が発
生するように、判断のサポートもまた、身近な人
のサポートが得られるとは限らないのです。
本人がまだ生きているのに、相続争いの前哨戦
を始め、無理に遺言書を書かせようとする家族や
親族は味方とは言えません。
つまり、本人の判断にサポートが必要な時に、
本人の利益を無視し、自分の利益のみを考える人
に、本人の大事な財産や身上監護を任せるわけに
はいかないのです。
ですから、お医者さんの診断と、家庭裁判所の
判断のもとに適法に後見人が選ばれる必要がある
のです。
後見人のするべき仕事は、法律で決められてい
ます。後見人には家庭裁判所への報告義務もあり
ます。そして、後見人の仕事は、相続等の事件が
解決すれば終了する訳ではなく、財産管理や身上
監護、家庭裁判所への報告義務などは続きます。
大きな法律行為については、家庭裁判所へ手続
きをして許可を得てからしか行えません。
本人の判断能力の低下から、金融機関、保険会
社、官公署、施設等で手続きができない時は「家
族なのだから、代わりに手続きをさせるべき」と
無理に手続きに応じさせるのではなく、後見制度
の申立てをして、家庭裁判所から認められた適正
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な後見人を立てて手続きをする必要があります。
適正な後見人であるという証明は、法務局で証
明書（登記事項証明書）を取得することで可能と
なります。ただし、栃木県で証明書が取得できる
法務局は、宇都宮地方法務局だけとなります。
後見の手続き自体は、最寄りの家庭裁判所へ問
い合わせることで、理解できるかと思います。
（書
類一式とパンフレットがもらえます。
）
◆後見人になれる人の範囲は広い◆
後見人には、欠格要件に該当しなければ誰でも
なることができます。家族、親族、知人、法人、
一人ではなく複数人でも後見人になれます。
しかし、家庭裁判所に後見人をつけたい旨の申
立てができる人（申立人）には制限があります。
そして申立ての時、後見人の候補者として、申
立人本人、もしくは申立人がふさわしいと思う人
を候補者とすることができます。この候補者が後
見人となることが多いのですが、家庭裁判所が選
ぶ他の方が後見人になることもあります。
場合によっては、後見人をさらに監督する「後
見監督人」がつくこともあります。
どんな場合かといえば、本人の財産が多すぎて、
専門家に任せた方がよいと判断された場合、申立
ての調査で、親族同士の争いがある場合、後見人
になろうとする人が、すでに本人の財産を使い込
んでいることが発覚した場合などです。

人生を大いに楽しむはずです。
判断能力も同じです。判断能力が衰えていると
はいえ、自分の好きなおやつを買ったり、自分を
慕ってくれる孫娘にお小遣いをあげたり、という
行為までをも制限をすることはできません。
また、大きな法律行為を本人がしてはいけない
決まりもありません。ただ、大きな法律行為は、
後見の種類によって、後見人が、その行為を認め
る、取り消すなどの手続きができ、本人の手続き
により生ずる不利益を回避できるように工夫され
ています。
「成年後見制度」は、人生を楽しむ権利までをも
制限する制度ではありません。
あくまでも本人の意思を尊重し、本人の幸福を
追求する制度なのです。
◆相談は◆
手続きそのものは、家庭裁判所で確認できます
が、申立人や後見人となるべき人がいないなどの
悩みもあるでしょう。
そのような時は、弁護士、司法書士、行政書士、
社会福祉士等に相談されるとよいと思います。
それぞれの専門性を生かし、解決案の提案や、
後見人としても活躍してくれるはずです。

◆栃木県行政書士会と行政書士の取り組み◆
現在、栃木県行政書士会では、行政書士が後見
人として、
その専門性を社会に還元すべく｢成年後
◆本人が後見人を選んでおける後見制度も◆
見制度｣の研修を重ねており、
実際に後見人を業務
これまでのお話は、本人の判断能力がすでに低 として引き受けている会員もいます。
下していて、周りが手続きをする「法定後見制度」
行政書士は、相続等の手続きにも精通している
でしたが、実は、判断能力があるうちに、本人が ことから、金融機関、保険会社等への対応にも慣
「将来、自分に何かあったら、この人に後見人に れています。
行政手続きの専門家ですので、必要があれば、
なってほしい」と決めておく「任意後見」という
官公署への相談や手続きも得意です。
制度もあります。
行政書士は、他の職業の経験を経てから開業し
しかし、現在の後見制度の利用状況を見ると、
「広い視野で」
金融機関や施設等に促されて、後見の手続きをさ た者も多く、その多様な経験から、
れる
「法定後見制度」
の利用の方が多いようです。 被後見人やそれに関わる人々にとって、よりよい
生活のお手伝いができると自負しております。
◆後見人の心構え◆
私たちの「専門性」と「豊富な経験」を大いに
後見人は「本人は何もできない」と決めつけ、 活用していただき、よりよい社会づくりに貢献で
過剰に被後見人の判断を制限してはいけません。 きたら幸いです。
※参考（裁判所の HP）
例えば、足が悪く、車いすに頼らざるを得ない
人の行動全てを制限したりはしないはずです。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/
手が使えるのだから、自分の手で食事をし、本
kazi_02_2.html
を読んだり、絵を描いたり、将棋を指したり、足
は使えないまでも、
その他の元気な部分を使って、
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栃木県行政書士会カレンダー（１２月）
日
1 火
2 水
3
4

木
金

5

土

6
8
9

日
金
水

10
11
13
14

木
金
日
月

15
16
17
21

火
水
木
月

22

火

予
定
総務部会（議題：平成 21 年度事業の具体的計画）
登録説明会
電子定款研修会
一般研修（建設業）
那須支部宿泊研修 土地関係についての研修
（於：那須オオシマフォーラム）
那須支部宿泊研修
行政法特別研修②（日行連）
行政法特別研修②（日行連）
編集会議
ＴＩＡ相談会
外国人在留資格相談（於：足利市生涯学習センター会議室）
全国研修（旧伝達研修）(安野、他１名)
〃
理事会（喜連川温泉 さくら館）
行政書士無料相談
（於：宇都宮市役所２階市民相談コーナー）
日行連広報担当者会議(関、田代)
〃
登録説明会
宇都宮市国際交流協会無料相談会
（於：うつのみや表参道スクエア５階国際交流プラザ）
会計精査
行政書士基礎講座（風営法）

時
間
13:30～
10:00～
13:30～
9:30～
14:00～

13:30～
10:00～
13:30～16:30

主
催
総務部
総務部
ＩＣＴ特別委員会

業務研修部
那須支部
那須支部
業務研修部
業務研修部
広報部
総務部
足利支部
業務研修部
業務研修部

10:00～15:00

宇都宮支部

10:00～
15:00～17:00

広報部
広報部
総務部
宇都宮支部

13:30～

財務経理部
業務研修部

大平町農用地利用計画変更申出（農振除外）の凍結について
～大平町産業振興課より～
大平町では、無秩序な農地の開発を制限することにより優良な農地を守るため、法律に基づき農業
振興地域整備計画を定めています。
通常２月末、６月末、１０月末に農用地区域からの除外を受け付けておりますが、市長合併に伴い、
新市の計画の認定手続き等を実施するため、平成２２年２月末及び平成２２年６月末については、農
用地区域からの除外の申し出を受け付けられなくなります。
今後の予定は下記のとおりとなりますので、ご注意願います。
記
◎ 今後の受付予定
× 平成２２年 ２月末（受付しません）
× 平成２２年 ６月末（受付しません）
○ 平成２２年１０月末（受付します）
◎ お問い合わせ先
大平町産業振興課管理係
ＴＥＬ：０２８２－４３－９２１３／ＦＡＸ：０２８２－４３－０３１８
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在留資格の不正取得に関与した疑いがあるとの報道について
～日行連より～
１０月１１日、読売新聞にて行政書士が外国人の在留資格などの不正に関与した疑いがあるとの報
道がありました。
行政書士は、依頼を受け、官公書に提出する書類・権利義務書類等の作成・提出等を業とする国家
資格者です。その取扱業務の中に、外国人の在留に係る手続きを行う申請取次業務があります。入国
管理局の協力を得て行う出入国管理に関する専門的な研修（更新制）を修了した者で、地方入国管理
局長に届け出た者が、申請取次行政書士としてこの業務に携わることが認められています。
申請取次行政書士は、わが国の出入国管理制度の一端を担い、外国人在留制度の維持・発展に寄与
してまいりました。また、日本行政書士連合会では、法務省の指導の下に申請取次行政書士管理委員
会を設置して、適正な運営管理に努めてまいりました。さらに、都道府県行政書士会にも管理委員会
を設置して、会員の指導を行ってきたところです。
しかし、この度前述の単位会申請取次行政書士管理委員会が未設置地域で、一部の会員とはいえ、
報道にあるような疑いを招いた事態は極めて遺憾なことと受け止めております。
当会としては、全国の行政書士会に対して改めて会員への法令遵守を徹底するとともに、単位会申
請取次行政書士管理委員会が未設置の７つの行政書士会に早急に設置することを指導しました。あわ
せて、平成２１年度会長会にてコンプライアンスに関する会長会声明を決議し、全会一丸となって再
発防止に取り組むことを確認したところです。
今後とも申請取次行政書士制度の健全な発展を通じて、国民及び外国人の方々の利便に質するよう
努めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

他会の動きダイジェスト
・首都圏行政書士会広報部連絡協議会開催

埼玉会

・茨城放送ホームページへのバナー広告掲載について
・広報月間無料相談会生中継について
・裁判外紛争解決機関「京都外国人の夫婦と親子に関する紛争解決センター」開設に
向けて模擬調停を実施

日行連だより

茨城会
京都会

日行連理事 前澤眞一

☆研修会「知的資産経営関係」
「産活法の改正～第二会社方式による企業再生」開催☆
日行連第三業務部は、日行連中央研修所の協力を得て、平成 21 年 10 月 22 日（木）と 23 日（金）
、
日行連会館地下講堂において、平成 21 年度中小企業支援業務研修「知的資産経営関係」
「産活法の改
正～第二会社方式による企業再生」等について、全国の担当者を集め研修会が開催された、当会から
は、長竹理事と松岡理事が出席した。
「知的資産関係業務」及び「産活法改正に伴う第二会社方式による企業再生」は、行政書士業務を
広げる事になるのではないかと思い第三業務部で取り組んでまいりました。また関連で「日本を支え
る中小企業を元気にします！」というパンフレットも、日本行政に同封され送付されたと思います、
ご活用頂ければ幸いと思います。
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日行連から届いた文書の内、会員の皆様に役立つ文書の表題等を掲載いたします。文書の写し等必
要な方は事務局までご一報ください（実費）
。
日行連№
733

受信日付
H21.10.15

読売新聞の報道に関して

745

H21.10.20

平成 21 年度執行官採用選考(第 2 回)の受験案内について

747

H21.10.20

平成 21 年度会長会「声明」の送付及び公表について

事務連絡

H21.10.23

農地法施行令等の一部改正パブリックコメントについて

731
事務連絡

H21.10.28
H21.10.28
H21.10.29

中小企業支援業務パンフレットの送付について
（ADR 本部）法務省認証申請に係るご連絡 愛知会
平成 21 年度執行官採用選考の受験案内について

794

文書の表題

行政書士基礎講座 第５回(研修№18)

備考

業務研修部主催

○研修日時
12 月 22 日(火)13:30～
○研修項目および講師 ※年間研修一覧（行政とちぎ８月号 P.15）から内容が変更になりました。
風営法
「はじめての風営法」
（行政書士 手塚理恵）

一般研修～経営事項審査関連研修会～のお知らせ(研修№25)

業務研修部主催

○開 催 日 ※午前・午後、同内容となりますので、いずれか一方をお申し込み下さい。
12 月 3 日 (木) 午前の部 9：30～12：00 ／ 午後の部 13：30～16：00
○研修内容
第１部 新経審における財務諸表作成時の注意点について
・栃木県内業者の新旧経営審査比較
・分析申請時によくあるご質問に対する財務諸表の作成方法
・経営審査評点と財務諸表作成時の注意点など

第２部 経営状況分析の電子申請について
・H20.4～実施されている完全電子申請の解説とメリットについて
第３部 質疑応答
○受講対象
行政書士会員、行政書士事務所の職員
○講
師
ワイズ公共データシステム株式会社
○募集定員
会館の収容人数により、午前の部、午後の部ともに先着 30 名で締め切らせていただきます。
なお、受講可否は、募集締め切り後、ＦＡＸでご連絡いたします。
（人数調整により、午前午後で移動していただく場合がございますので、予めご了承下さい。
）
○募集〆切
11 月 27 日（金）
○受 講 料
無料

－6－

著作権研修会のお知らせ(研修№26)

業務開発部主催

研修を受講し、効果測定で一定の成績を修めます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。
○研修日時 平成 22 年 1 月 14 日（木）9：30～17：30
○研修科目及び講師
時間割
研修科目
講師
1 時限目
9：30～11：00
著作権法概論①
行政書士 長竹基行
2 時限目
11：10～12：40
著作権法概論②
3 時限目
13：30～15：00
著作権実務について①
行政書士 井上尉央
4 時限目
15：10～16：40
著作権実務について②
5 時限目
16：50～17：30
効果測定
※特に時間厳守でお願い致します。
○受 講 料
\500
○テキスト代 \2,500
○受講対象
会員
○募集〆切
平成 22 年 1 月 4 日(月)
※全課程出席者には日行連会長と中央研修所所長の連盟で受講証明書が発行されます。

募 集
研修会申込書
申込欄に○を付けＦＡＸ願います。
（ＦＡＸ：０２８－６３５－１４１０）
研
修
№
18

25

26

研修名

テキスト
申込

昼食
※

12/16

－

－

無料

11/27

－

－

無料

11/27

－

－

500 円

1/4

必須

受講料

申込〆切

行政書士基礎講座 第５回
風営法

無料

一般研修
経営事項審査関連研修会（午前の部）

経営事項審査関連研修会（午後の部）
全国研修（旧伝達研修）
著作権研修会

申込

※ 昼食は 800 円のお弁当です。料金は当日頂きます。
＊ 年間の研修一覧、対象者等については、行政とちぎ８月号 P.15 をご覧下さい。
研修№25，26 は行政とちぎ８月号掲載以降に追加になった研修です。

支部名

氏 名

ＦＡＸ
※経営事項審査関連研修会の受講可否の連絡に使用します。申込者は必ずご記入下さい。
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会員事務所訪問コーナー
宇都宮市の北西部、岡本小学校より北に７００
メートル余り、閑静な住宅地にある入会２年目の
木村久夫会員の事務所におじゃましました。

おじゃましま～す！
モットー
① 愛され、褒められ、役に立ち、必要とさ
れること
② 思いと工夫
③ 迅速・丁寧・明朗会計
④ 職人（頑固だが一旦引き受けた仕事はピ
カイチ）
好きな番組
ＷＢＣ
カンブリア宮殿
（テレビ番組はＨＤＤに録画し、コマーシャル
は飛ばして観る）

氏 名
事務所
入 会

木村 久夫（きむら ひさお）
宇都宮市中岡本町２５４８－７
２００７年１１月１５日

大手電機会社に入社、３年間の東アフリカ３カ
国への出向を経て、
勤続３８年１カ月で早期退職。
入会の動機
退職後の仕事に、今までの経験と自分らしさを
どこまで活かせるか、挑戦するため。
（３回の挑戦で合格率 4.29％の行政書士試験に
合格された感動も原点でしょうか？）

好きなこと
① ゴルフ、テニス（テニス歴２０年）
② 電気製品の修理、
③ 改善（面倒くさいと思うことは、もっと簡
単に出来ないかと考えてしまう）
最後に一言
私は退職後の行政書士です。このことは長所で
もあり短所でもありますが、一応７５歳までの
１４年を頑張っていきたいと思っています。

自宅兼事務所はすっきりと片付き、モデルルー
ムのように素敵でした。
毎朝２時起きの生活は行政書士会入会前から
専業 or 兼業
とのこと。お部屋を拝見して納得しました。
一応兼業
技術者としての資格はさすがに多彩。第２種電
気工事士の他、第３種電気主任技術者、電話工事
開業からこれまでの業務
開業時には年に１件あるかないかかと思っ 担任アナログ１種、電話工事担任デジタル１種、
ていたが、幸い知人の紹介で車庫証明と自動車 電話工事担任アナログデジタル総合種（？？？素
登録等を 1 年目７件、２年目で６件手掛けた。 人にはさっぱりですが）の資格をお持ちです。３
（業務外で自治会の法人設立を行った時は全 年前には出来なかったパソコンも独学で学び、今
員の印鑑を頂くのに時間もかかり、本当に気を ではホームページを作って業務に利用されている
ほどに…。
使ったそうです）
合格に至らなかった司法書士の勉強が、今行政
書士業務に活かされているとのこと、お話を興味
得意業務
現在奮闘中。目標としては、
「高齢者」
「外国人」 深く伺いました。現在コンビニでアルバイトをさ
れているそうですが、話題豊富で気配りのある木
に特化したい。パソコンも極めたい。
村先生は、
ここでもきっと頼りにされているはず。
奥様とご一緒に伺ったお話は実に多様で、すっ
苦労していることは
かり時間を忘れました。
ありがとうございました。
外国人無料相談。
（相談員に参加しているため、自立して回答でき
るようになりたい）

－8－

（宇都宮支局長 遠藤美代子）

支 局 情 報

宇都宮城址まつり無料相談会

１０月１８日（日）宇都宮城址公園（宇都宮市
役所東側）にて開催された「宇都宮城址まつり」
行政書士の業務アラカルト／国籍法入門
～宇都宮支部研修会～
において、無料行政相談ブースを出店した。
毎年イベントの
中心となっている
社参行列はもちろ
んのこと、火縄銃
演武など多彩なス
テージが楽しめる
とあって、今回も
秋晴れの１０月１５日、行政書士会館にて宇都 多くの来場者で賑
宮支部主催の研修会が行われた。テーマは「行政 った。当支部の参
書士の業務アラカルト」
。
講師の国乗正夫会員は行 加は今回で二回目
政書士になって初めて手掛けられた、
「ＮＰО法人 となるが、相談件
設立手続き」について詳しく解説された。宇都宮 数は前回を大幅に
では認定ＮＰО法人の数が少ないので、今後この 上回る１８件であ
分野での行政書士業務の期待もある。
った（相続８件、契約３件、土地３件、会社設立
業務指導広報部研修チームでは
「食品営業許可」 １件、その他３件）
。
「動物取扱業の登録」
「薬事法改正に伴う登録販売
このようなイベントでは、
市民の皆様が気軽に、
者制度」について中山和彦会員が代表して講師を そして畏まらずに相談できるため、元々低い敷居
務めた。３０種類以上ある食品営業許可も「何を をさらに低くすることができる貴重な場といえる。
作るのか？」
「どうやって売るのか？」で、許可の また、そうした場へ継続して参加することによっ
種類・施設基準がわかるなど、ポイントをおさえ て、より効率的な行政書士の認知度向上が期待で
た具体的な説明であった。
きる。宇都宮支部では今後も積極的に無料相談事
国際業務を数多く手掛ける深見会員は、クイズ 業を実施していく予定である。
を交えて「国籍法の基礎」及び「改正３条による
（副支部長 田代昌宏）
手続き」の講義をされた。難解である国籍法も、
改正の経過を辿ることで理解できるよう工夫が凝
らされた講義であった。
行政書士の手がける仕事は広範囲にわたる。講
師の先生方の努力により、きめ細かくすぐにでも
業務に役立てる研修となった。資料も充実してお
り、出席者には満足していただけたものと思う。
（支局長 遠藤美代子）
【宇都宮】

【鹿 沼】

テーマは、救命救急一般講習会（心マッサー
ジ・人工呼吸・ＡＥＤの使用・止血法等）でした
救命救急一般講習会
が、鹿沼市消防署救急係の丁寧な指導により、約
去る、１０月２７日（火）午後６時より、鹿沼 ２０名のみなさんが熱心に受講されました。
市消防本部庁舎において、例年各会独自で行なっ
１時間半の講習時間は、あっという間に過ぎて
ていた研修会を、合同で行ってはどうかという提 しまいましたが、
今後、
いざというときに役立つ、
案により、
三士会の合同研修会が開催されました。 有意義な研修に終わりました。
（支局長 山ノ井一男）

－9－

【塩 那】

塩那支部研修旅行を実施
１０月２４日、塩那支部は、東京方面への日帰
りバス旅行を行いました。訪問先は江戸東京博物
館、遊覧船で東京湾クルーズ、浅草浅草寺散策。
なかなか海を見に行けない内陸県、栃木県の中で
も、
山間部が多い塩那支部の今回の旅行の目的は、
たまには海を見て、首都東京の風にあたり、会員
各々がさらにやる気と元気を引き出すことでした。
で、旅行のメインは遊覧船ヴァンティアン号に乗
船して東京湾クルーズ。竹芝桟橋から出港し、レ
インボーブリッジをくぐって羽田空港の近くまで
行き、
もどってくるという、
２時間のコースです。
昼食を取りながら船の中から見る東京湾の様子は、
すれ違う大小の貨物船と周辺のビル群、羽田空港
を頻繁に発着する巨大な旅客機など、日ごろ見る
こともない風景には飽きもせず眺め入りました。

皆さん船から降りるときは、有意義なひと時を
過ごした様子がうかがえました。
今回の研修旅行の参加者は１０名で少しさみ
しい人数でしたが、来年は支部の皆さん日程を合
わせて是非参加してください。
（支局長 長谷川久夫）

【佐 野】

佐野市民病院にビニール傘 120 本寄贈

「事業承継について」
「告訴・告発状について」

～行政書士制度広報月間～

～佐野支部研修会開催～

１０月３日（土）佐野市茂呂山老人福祉センタ
ーにおいて佐野支部主催の研修会が開催された。
１時限目は「事業承継について」
。
講師は佐野支部の長竹基行会員。現在、行政書
士会、商工会議所、商工会でも力を入れているテ
ーマである。基本的な制度の説明を中心とした内
容であった。税理士やその他の士業と連携が必須
だが、今後の社会情勢には多くの需要がある業務
と思われる。
２時限目「告訴・告発状について」
。
講師は、同じく佐野支部の江田政志会員。一般
の許認可業務とは異質な業務である。実務に即し
た研修で、わかりやすい内容であった。ただし業
務にあたっては、専門知識やきめ細かい注意が必
要である。
今後も佐野支部の人脈を生かし、独自の研修を
企画していきたい。
（支局長 江藤正巳）

佐野支部では毎年、社会貢献の一環として寄贈
を行い地域に行政書士の知名度向上に努めてきた
が、
今回は１０月１６日に佐野市民病院を訪問し、
福光院長はじめ渡部事務長地域医療連携の矢島室
長、地域包括支援センター山田管理者に面会し、
高齢者の無料相談の実施や成年後見、相続、遺言
等の業務についての相談を行っていることの利用
促進ＰＲを行った。
佐野支部ではこれまで社会福祉協議会（地域包
括支援センター、あすてらす等）にも数年に亘り
ティッシュペーパーを寄贈し大変喜ばれた。
今後の成年後見研究会にも役立つと確信して
いる。
（支部長 須永 威）
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支局かわら版

みかも余熱利用施設

みかもリフレッシュセンター

佐野支局

今回の支局かわら版では、佐野市のみかもリフ
レッシュセンターを紹介したいと思います。
ここには、トレーニングルーム、プール、スタ
ジオ、お風呂、レストラン、多目的運動場等の設
備があります。平成２１年４月１日、佐野市町谷
町にオープンしました。
隣にあるみかもクリーンセンターの余熱を利
用した施設です。
私もトレーニングルームを利用したことがあ
りますが、マシンの使い方がわからない場合でも
スタッフの方が親切に教えてくれました。平日の
夜に行ったのですが、順番待ちをするくらいの盛
況ぶりでした。
料金については月額と都度のふた通りで利用で
きます。近隣にお住まいの方はぜひ一度利用して
みてください。
（支局長 江藤正巳）
みかもリフレッシュセンター
所在地 〒３２７-０８１２
栃木県佐野市町谷町１１２６-６
みかもクリーンセンター隣
電話番号 ０２８３-２６-７１２６
受付時間／月～金
９：００～２３：００
／土・日・祝 ９：００～２１：００
定休日／第１・３金曜日・年末年始・定期点検日

－11－

最近政権交代とやらで、公共工事の見直しなど
が行われており、日光市の旧栗山村地区に構築中
の湯西川ダムも何かと話題に上っています。その
是非はともかくとして、最近工事中のそのダムを
見学してきました。といっても公式の見学会では
なく、たまたま近隣に仕事があったため乗じてみ
てきたということです。２年後の完成をめざすそ
のダムは今まさに少しずつ高く、幅をひろげ巨大
建造物の片鱗を表わそうとしています。上部に張
られた索道ワイヤーから打設されるコンクリート、
１キロ以上続くベルトコンベアー、工事区域内を
走る人の身長以上のタイヤを持つ原石運搬車など
どれをとってもその規模は圧巻です。完成後に見
学することは可能ですが、もともとプラモデルや
模型飛行機を作ることが趣味の私としては、その

過程が素晴らしく思えてくるわけです。自分なり
に次の工程を想像し、それをどのように行うのか
さらに考えるわけです。何のメリットがあるわけ
ではありませんが、そのような巨大プロジェクト
を間近で見てみたいという衝動と好奇心なのでし
ょうか。皆さんも機会があれば遠くから見学はで
きると思いますのでぜひ行ってみてください。工
事中のダムなど今後は特に見る機会などありませ
んよ。
私事来月には建設中の東京スカイツリーを見
に行くつもりです。これは公式の見学会です。イ
ンターネットでもその工事状況をウェブ公開して
おりますが、こちらもまさに佳境に入ったところ
です。そのレポートなどは次回機会がありました
らまた報告します。
（日光支部 杉山 茂）

栃木県行政書士会
三士会無料相談会の実施
「法の日」
（１０月１日）を記念して三士会（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）で行っている無料相談会ですが、
今回は１０月４日（日）に、県北会場（西那須野
公民館）
、県央会場（ショッピングモール ベルモ
ール）
、県南小山会場（道の駅思川小山評定館）
、
県南栃木会場（ジャスコ栃木店）の４会場にて実

～三士業間の連携及び協力～

施いたしました。
前回から一部会場が変更されましたが、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。
相談の総件数は１６３件で、このうち行政書士
会は５４件でありました。
（広報部）

県北会場

県央会場

県南小山会場

県南栃木会場
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専門業務指導員決定
業 務
土地利用関係業務
風俗営業関係業務
事実証明関係業務
風俗営業関係業務
外国人関係業務
相続関係業務
会社設立関係業務
建設業関係業務
土地利用関係業務
建設業関係業務
著作権関係業務
運送関係業務
廃棄物処理関係業務

氏
住吉
手塚
松岡
岸
深見
岡井
横山
金敷
前澤
岸
小林
鈴木
石川

名
壮介
理恵
英彦
宏
史
正樹
真
裕
眞一
清美
幸雄
康夫
圭一

支 部
宇都宮
宇都宮
宇都宮
宇都宮
宇都宮
宇都宮
宇都宮
宇都宮
宇都宮
宇都宮
宇都宮
宇都宮
宇都宮

～各業務のエキスパート～
業 務
氏 名
支 部
会計記帳業務
堀越
功 足 利
事実証明関係業務
土方 美代 小 山
行政書士法に関する業務
青木 裕一 小 山
会社設立関係業務
長竹 基行 佐 野
自賠責請求関係業務
青木 勇夫 栃 木
土地利用関係業務
田渕
徹 那 須
車庫証明関係業務
宮嶋 幸雄 塩 那
外国人関係業務
押野
佑 芳 賀
業務についての専門的知識および経験を有する
専門業務指導員が決定しました。業務の研究や研
修会等の講師をはじめ、関係機関との連絡や法改
正等の確認、日行連研修への参加等を行います。
今後の活躍に期待しましょう。
（広報部）

『松本清張を考える』
松本清張と太宰治。平成２１年に生誕１００年を
迎えた２人の作家。明治４２年生まれで平成４年に
８３歳で亡くなった清張と、昭和２３年に３９歳で
亡くなった太宰。清張が作家になったのは４１歳な
ので、当たり前ですが２人の作家としての活動期間
は重複していません。時代を駆け抜けていってしま
った太宰とは正反対な、大器晩成の典型のような清
張。
私の手元に新潮文庫版の『張込み』があります。
平成３年発行で、オビに「松本清張作家活動４０周
年」として制作されたテレビドラマの告知が主演で
ある田原俊彦（時代が偲ばれます）の写真とともに
刷り込まれています。民法テレビ４局が１２作品を
毎月１本ずつドラマ化した中の１作品です。この『張
込み』は５、６年前にはビートたけし主演でドラマ
化されていて、その時のロケ地は隣の桐生市（原作
の設定は九州地方）でした。
新潮文庫版『張込み』には、表題作とは別に７作
品が収録されています。その中の１つである『地方
紙を買う女』は、万引きをネタに付きまとう警備員
とその情婦を、地方に誘い出して情死にみせかけて
殺害した女給（時代が偲ばれます）が、警察の捜査
状況を知るために地方紙を購読することにしまし
た。約１ヵ月後に発見された男女の腐爛死体が思惑
通りに処理されているのを確認した彼女は、地方紙
の購読をやめました。しかし、購読の目的とされた
小説を連載していた小説家が彼女を追い詰めます。
やはり収録されている『顔』は、女給（時代が偲ば
れます）を殺害した９年後にチャンスをつかんだ俳
優は、殺害した日に出会ってしまった彼女の知人が
気になります。俳優として成功すればするほど、顔
が売れれば売れるほど、目撃者が新進俳優と殺人犯

とが同一人物だと気づく危険性が高まるパラドック
ス。ついに目撃者の殺害を決断します。この２作品
に共通するのは、最初に犯した「罪」そのものは上
手くいったのに、良かれと思って起こした「次の行
動」によって破滅へと導かれてしまう点です。行動
を起こしたからこそ物語が展開するわけですが、読
み手としては「何もしなければ何も起こらないのに」
と余計なことをする主人公に不満がつのります。す
ぐに題名は思い出せませんが、
「何もしなければ何も
起こらないのに」という「犯罪者のそれから」が描
かれている作品が、他にも何作品かあります。
清張作品には、映像化されやすいという特徴もあ
ります。最後に断崖絶壁に全員集合する原点といわ
れる『ゼロの焦点』からはじまって、ご存知の通り
数限りなくドラマ化や映画化されています。私は２
時間ドラマなどを見てから、原作を読んで「確認作
業」をすることが好きです。しかし、舞台設定を携
帯電話が普及してしまった「現在」にすると、昭和
時代の推理小説が成立しなくなると言われていま
す。清張作品が原作になっていても、時代背景を無
理矢理「現在」にすることで、アレンジがきつくな
り過ぎると台無しです。この辺りは中々悩ましく難
しい問題です。最後に余り有名ではありませんが、
私がお勧めしたい清張作品を紹介します。やはり２
時間ドラマで見てから、原作を読みました。それは、
『書道教授』
（新潮文庫版『鴎外の婢』収録）です。
今回はシリアスだったニャ～。
（足利支部 「ニャ沢ニャ～吉」こと、
杵 渕
徹）
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栃木県行政書士会員の動き
（平成 21 年 10 月 31 日現在）

【入 会】
入会年月日
登録年月日

郵便番号

H21.10.15

3290517

支部・氏名

小 山
柴田 明

【退 会】
支 部
栃 木

事

退会年月日

備 考

小林 宙

H21.10.2

廃 業

氏 名

変更事項

宇都宮

井上尉央

事 務 所
事務所名称

栃 木
宇都宮
小 山

樋口守弘
本橋幸男
池間 良

事 務 所
Ｔ Ｅ Ｌ
Ｔ Ｅ Ｌ

会員の皆さまへ

所

電

下野市上大領 329-43
グレイシーⅡ103 号室

氏 名

【変 更】
支 部

務

支 部

氏 名

話

備 考

0285-53-6367

退会年月日

備 考

変 更 内 容
宇都宮市不動前 2-2-33 スズキビルⅢ 2F
行政書士 井上事務所
栃木市薗部町 4-1-43
028-611-1171
0285-31-0207

広報部

平成２１年度行政書士試験実施
栃木県行政書士会ホームページ
「会員専用」ページのパスワードが
変わります！

平成２１年１１月８日（日）宇都宮大
学峰キャンパスで行政書士試験が行わ
れました。
今年は８７８名の方が受験され、試験
は滞りなく終了しました。試験監督員の
皆様のご協力に感謝いたします。

会員専用トピックス、会員専用掲
示板、Ｗｅｂグループウェア等をご
利用いただける「会員専用」ページ
に入るためのパスワードを、平成２
２年１月より変更することになりま
した。新パスワードにつきましては
１２月に各会員事務所宛に送付いた
します。

合格発表は平成２２年１月２５日
（月）です。

編
集
後
記

先日、塩原の温泉に行ってきましたが、
紅葉の方は時期的にまだ早かったので、
全く期待はしていませんでしたが、とて
も鮮やかに紅葉していて、思わぬ収穫で
した。
秘湯と謳われている温泉に浸かり見る
紅葉は、これまた格別で、温泉の効能が
充分効き過ぎる程、湯に浸かってしまい
ました。
（齋藤）
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