総務部副部長 岸 清美
行政書士の徽章が意味するように、行政書士は社会調和を図り、誠意を
もって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として、国
民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。その
使命を果たすため、総務部としては基本姿勢である倫理綱領の周知や当会
会則施行規則第１２条に規定する分掌事務に取り組んでいます。総務部の
業務内容は会員の品位保持から始まり会議の開催・会則、諸規定の制定及
び変更・登録申請・会員の福利厚生・顕彰・事務局に関することなどです
が、時代の変化に伴い対応できるよう総務部全員で議論し決定しています。
行政書士業務は、特定の業務や行為をすることが結果として社会貢献につながる間接的な社会貢献といえ
ます。ですから社会に資する為には日常の業務を誠実に遂行することが貢献に結び付くのだと思います。し
かし、その時独善的にならずいつでも謙虚でなくてはならないのではないでしょうか。個人的には今後直接
的な社会貢献も取り組んでいきたいと考えております。
さて、
“日本人２氏がノーベル賞を受賞”と輝かしいトピックスが目に飛び込んできました。アルフレッド・
ノーベルの遺言によると、
「人類のために最大たる貢献をした人々に与えるもの」として創設され、命日の１
２月１０日に授賞式が行われるのだそうです。
当会の住吉会長も人類とはいわずとも当会会員のために最大たる貢献をしている方なのではないでしょう
か。また、アイデアリストである坂本龍馬と共通するものも感じます。私心が無く、会の為にご尽力されて
おられる姿は貢献そのものです。
私は足元にも及びませんが、会の為会員の為に微力ながら傾注していきたいと考えております。
結びに吉田松陰の言葉を拝借するならば、
｢人賢愚ありと雖も各々一二の才能なきはなし湊合して大成する時は必ず全備する所あらん」

今 月 の 表 紙
湯西川（日光市）
撮影 ： 広報部 関 比佐江

鉄橋を渡りトンネルを抜けると会津方面。このまま左
方向に進むと平家落人の里湯西川集落へ。
どちらもこれからの季節は、雪と氷の白銀の世界へと
変貌していきます。
（湯西川温泉駅から）
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はじめての開発行為

専門業務指導員

前澤 眞一

昨年の 9 月「業務特集」で「行政書士による開発行為許可申請」と題して第 1 回目掲載致しまし
た。土地関係の行政手続きは簡易な業務では有りませんが、社会的にみてまた行政書士に取りまし
ても大切な業務でありますし、多くの行政書士専管業務（行政書士だけができる業務）を含んでお
りますので、しっかりと取り組んで身に着けて頂きたいと存じます。
他方土地関係業務は他士業の方「分筆登記は土地家屋調査士」
、
「建物設計は建築設計士」
、
「所有
権移転は司法書士」
、
「税金の確定申告は税理士」という様に、各方面にご協力を頂く事が有ります
ので、協力体制を構築することも大切となります。しかしそれ以外の業務は行政書士の業務ですの
で頑張って行きたいものです。

1.基礎知識
表 1.土地利用基本計画（国土に関する諸計画の体系）

戦後 65 年の間に土地の投機的高騰が 3 回ほどありました。第 1 回目は、昭和 35 年当時池田内閣
が行った「国民所得倍増計画」に端を発し、大都市圏を中心とした土地高騰が発生し、翌々年の昭
和 37 年「全国総合開発計画」が定められました。
それから 12 年の後、第 2 回目の土地高騰は、昭和 47 年田中内閣当時の「日本列島改造論」及び
「第一次石油ショック」
、この時は企業の事業用地取得、大都市への人口集中等、投機的な土地需要
が拡大し全国的に地価上昇が拡大、土地神話が一般化しました。
第 3 回目は、昭和 60 年プラザ合意によるバブル景気、金余り状況を背景として、業務用地の需要
拡大、住宅地の買換え需要、投機的取引の増大。それを機に、平成元年「土地基本法」が公布・施
行されました。
その様に政府はその都度、色々な法律を公布施行し対応しております、そして現在は「表 1.土地
利用基本計画」になっております。
基本としているのが「土地基本法」この法律は、先程触れた様に比較的新しく平成元年に法律が
公布・施行されております、立法の趣旨は「土地は有限で公共の福祉に寄与する事を優先する」と
いう理念であります。

－2－

この法律ができる前は、
「国土利用計画法」が基本的な法律でした、しかし土地をいたずらな投機
目的の材料から逃れることができませんでした。
国土利用計画法
（目的）
第一条
この法律は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用
基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずるこ
とにより、国土形成計画法 （昭和二十五年法律第二百五号）による措置と相まつて、総合的か
つ計画的な国土の利用を図ることを目的とする。
（基本理念）
第二条 国土の利用は、国土が現在及び将来における国民のための限られた資源であるとともに、
生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることにかんがみ、公共の福祉を優先させ、自然
環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配意して、健康で文化
的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを基本理念として行うものとする。
その国土利用計画法は、第 2 回目の土地高騰後の、昭和 49 年公布･施行されました。現在の私た
ち行政書士にとっては、土地取引の契約後 2 週間以内に市・町に提出する「国土法売買届出」が一
番馴染みがあるかと思います。
この法律は、土地に関するの権利の移転等の許可および同届出を規定しており、
「規制区域（許可
制）
」
、
「監視区域（事前届出制）
」
、注視区域（事前届出制）
」
、
「事後届出制（全国）
」等があります。
現在栃木県では「事後届出制（全国）
」のゆるい規制となっておりますが、この法律はとても大切な
法律であることを認識しておく必要が有ります。
過去の二度の教訓から平成元年｢土地基本法｣が立法され、現在に至っております。
土地基本法
（目的）
第一条
この法律は、土地についての基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国
民の土地についての基本理念に係る責務を明らかにするとともに、土地に関する施策の基本とな
る事項を定めることにより、適正な土地利用の確保を図りつつ正常な需給関係と適正な地価の形
成を図るための土地対策を総合的に推進し、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展
に寄与することを目的とする。
（土地についての公共の福祉優先）
第二条
土地は、現在及び将来における国民のための限られた貴重な資源であること、国民の諸
活動にとって不可欠の基盤であること、その利用が他の土地の利用と密接な関係を有するもので
あること、その価値が主として人口及び産業の動向、土地利用の動向、社会資本の整備状況その
他の社会的経済的条件により変動するものであること等公共の利害に関係する特性を有してい
ることにかんがみ、土地については、公共の福祉を優先させるものとする。

2.基本調査（土地利用関係法令）
次頁に当事務所で利用している「土地利用関係法令調書」を掲載しておきます。この法令調書は、
当事務所で長年使ってきた物でその都度訂正・補正をして利用してきております。当然として当栃
木県では、
海がありませんので海運関係等栃木県に関連しないであろう法令は記されておりません、
また十分なる精査はしておりませんので、その点を鑑みて自分に合った「土地利用関係法令調書」
を作成して利用して頂きたいと思います。
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土地利用関係法令調書
1

2

3

所在及び面積

都市計画区分等
（土地の行政的環境）

土地の利用目的
調査事項

4

申請人調査

5

土地調査

6 境界確認 境界協定

7
8
9

大規模開発
事業計画事前協議
大規模建築物の建築

に関する事前協議
市町村条例による
開発事前協議

10 都市計画法
11

都市計画法に基づく
新･旧公共財産の管理

12 農振法
農地法
13 (立合い)
14 森林法
15 国有財産法
16 道路法
17 河川法
18 砂防法

（主たるもの）

様

実測
公簿
市街化区域
用
地 ①線引都市計画区域
途
域 ②未線引都市計画区域
調整区域
区
区 ③都市計画区域外
準都計内
用途指定
分
分
準都計外
無指定
用 宅地分譲 マンション 営業所 個人住宅 構造面積等
途 店舗 倉庫 工場 第1･2特定工作物
等 その他(
)
調査事項の詳細
①住民票 印鑑証明 定款 決算書 議事録 納税証明書(
年分)
②会社謄本（会社の目的に 適合 不適→目的変更を要す)
③事業計画書（ 農転用 開発用 その他
）
①公図 測量図 謄本(土地 建物 その他) 評価証明 建物図面

調査着手
都市計画図
白図
㎡ 遺跡図
住宅地図
㎡ 他の図面
住専(一低 二低 一高 二高) 建ぺい率
％
住居(第一 第二 準住居)
容積率
％
近商 商業 準工 工業 工専 高さ
m
特別区域指定(
) 他
建築物の整合性の判断（可能
不可）
(条件・理由)
処理済
処理
※
不要
調査 該当
事務所 本人 事務所 本人
不可

②法42の道路に接続( ， ， 調/利用目的に適合･不適)
③道路台帳(国 県 市 町 村道) ④河川台帳(直轄 県 準用)
⑤水路（
あり なし）
⑥放流（ 可能
不可）
⑦線下地の建築規制（
あり なし）
①直轄国道 ②国県道 ③市道 ④町道 ⑤村道 ⑥法定外道路
⑦直轄一級河川 ⑧県一級河川 ⑨準用河川 ⑩法定外水路
⑪他の行政財産 ⑫青地等 ⑬官有無番地
⑭既協定(全部･一部) ⑭-2 既協定レポート
⑮隣接民有地（ 同意書
確認書
筆界証明）
⑯協定へ添付(住所移転･相続)(戸籍･住民票･印鑑証明書
通)
①５ｈａ以上（規制区域・監視区域・注視区域＝２ｈａ）
②農地２ｈａ以上・自然公園２ｈａ
①市街化 ②調整 ③非線引き で用途地域以外の地域
④建物1000㎡以上・高さ１３ｍ以上で該当
①面積 500㎡・1000㎡・3000㎡・
㎡以上該当
②利用目的(分譲・工場・住宅・資材置場・
で該当
①29-1 ②37条 ③41条 ①許可
印鑑証明 所有権者
④29-2 ⑤42条 ⑥43条
所有権者外
①新 32(協議・協定・同意)
③40-2(寄付)
②旧 40-1 従前の公共施設を含める同意申請(建設省 市町村）
①区域外
②区域内で変更 (可能 不可能) 理由（
）
①大臣許可(4ha以上) → 事前協議 → 本申請
②知事許可 ③3条 ④4条 ⑤5条(農委指導印鑑証明添付)
③届出 ⑳20-1 ⑥事業計画変更 ⑦転用事実 ⑧非農地
①10-1（伐採届）
②10-2（林地開発）
①編入同意で処理（都計法関係） ②使用 ③自費工事
④用途廃止（市町村 県土木）
⑤売払
①直轄国道 ②国県道 ③市道 ④町道 ⑤村道
24条
32条 （ 乗入
放流
工事
占用）
①17条 ②20条 ③23条 ④24条 ⑤25条 ⑥26条 ⑦27条
⑧33条 ⑨34条 ⑩55条 ⑪28条(16-3) ⑫29条(16)
指定地域

①急傾斜地の崩壊によ

①該当外（②以下で影響なし 岩石等
②該当（2m以上･30°以上 2m以上･L=2H以上）→③で保護
②がけ地条例
③擁壁設置（間地 RC 他
）
指定区域
①地すべり等防止法 ①宇都宮市(長岡・八幡山)
③鹿沼市(日吉・坂田・糖塚山)
20
②足利市(山川・東山・両崖・岩井山)
②宅地造成規制法 ①500㎡以上
②切土2m以上盛土1m以上(法8)
③設計資格不要 設計資格要(擁壁H=5.0・S=1,500㎡以上)
指定地域 ①宇都宮市(長岡・八幡山) ②日光（所野）
21 風地地区条例
③足利(足利史跡・東山・両崖・岩井山・浅間山・明神山・旧袋川)
④栃木(大平山・金着山) ⑤大田原(城山公園・大田原公園)
①採石法
22
②砂利採取法
19

る災害防止に関する法律
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調査 該当

処理
本人

事務所

処理済
※
不要
本人
不可

事務所

消防法
①有効範囲(近商～工専=100ｍ・他=120ｍ） 消防水利の
23 (消火栓・防火水槽)
以内に(有・無)本管
㎜に接続） 設置協議
②自己用外 自己の業務用 道路位置指定
①周辺道路に
㎜の市町村営上水道管本管が埋設
24 水道法
②上水道無(地下水利用) 50～100人(条例知事確認)
5001人以上(厚生認可) 5000人以上(知事認可) 101人以上(知事確認)

25 下水道法

26 国土利用計画法

27 自然公園法
28 文化財保護法
29

墓地埋葬等に関
する法律

廃掃法（廃棄物
30 処理に関する法
律）
31

揚水施設設置
事前協議

32 工場立地法

①処理区域内 処理区域外(区域外流入
可能
不可)
②接続申請 物件設置
(契約形態) 売買 持分譲渡 営業譲渡 譲渡担保 交換 代物弁済
予約完結､買戻権譲渡 地上､賃借権設定･譲渡の( 契約 予約)
①法定面積 ①届出 買一団
②注視 ③監視 ②売買 ③申出 ④確認 売一団
①国立公園 特別保護 特別地域 普通地域
②県立公園 特別保護 特別地域 普通地域
①対象外
②包蔵地に指定
法57-2
①申請人資格（地方公共団体・宗教法人・個人）
①令第7条等( 該当施設 ・ 該当外施設)
②建基法第51条但書( 該当 ･ 該当外 個別案件)
③事業計画書 ④事前協議書 ⑤施設設置許可 ⑥許可申請
①吐出口６ﾍｰﾎｰｾﾝﾁ以下で届出 ②吐出口６ﾍｰﾎｰｾﾝﾁ(φ27.6mm)以上で届出
③吐出口45ﾍｰﾎｰｾﾝﾁ以上(φ75.7mm)で事前協議
①敷地３万㎡以上 （通産大臣）
②敷地９千㎡以上 （ 建物３千㎡以上）

33 環境協定
34

新規立地事業場

①敷地 9000㎡以上

公害防止事前協議

35 公害関係法令
36 浄化槽

①法 ②条例 ③許可工場 ④特定施設
①水質 ②大気 ③騒音 ④振動 ⑤悪臭
①501人以上許可

⑥土壌

①用廃

②使用

③自費工事

④占用（受任市町村）

①用廃
38 ②市町村長の意見書

②使用

③自費工事

④占用

37 ①市町村申請

39 利害関係人の同意

40 建築基準法

42 設計

43 未相続物件

①司法書士

44 付随外注 ②調査士

④境界同意Y県

①自治会 ②水利組合 ③土地改良組合 ④所有者
⑤抵当権者 ⑥隣接所有者 ⑦近隣所有者 ⑧隣接耕作者
①用廃 ②付替 ③売払 ④自費 ⑤使用 ⑥放流 ⑦占用
⑧開発施行同意 ⑨関連区域工事同意 ⑩森林法同意
①道路位置指定
②工作物確認
③建築基準法第48条但書き許可(用途指定外建築)
④建築基準法第51条但書き許可(位置決定都計審)
(卸売市場

41 測量

⑦地盤沈下

火葬場

と畜場

汚物処理場

ゴﾐ焼却場

他の処理施設)

①現況測量 ②縦断・横断測量 ③境界測量 ④河川測量
⑤道路測量
①基本計画 ②基本設計 ③実施設計 ④詳細設計
全設計
①土地利用 ②造成計画 ③雨水排水 ④汚水排水 ⑤給水計画
⑥公園 ⑦植栽計画 ⑧調整池 ⑨防災計画 ⑩計算書
①申請地(必ず相続を) ②隣接地（相続人全員の同意等)
①相続協議書有り未登記
②相続手続き（①相続協議書 ②903-1 ③相続関係説明図
④戸籍 ⑤戸籍附票 ⑥住民票 ⑦印鑑証明 )
①保存 ②移転 ③抹消 ④変更 ⑤設定 ⑥仮登記移転
①区域決定分筆 ②合筆 ③地図訂正 ④地積更正 ⑤地目変更

⑥確定測量分筆 ⑦土地表示 ⑧測量図 ⑨建物表示 ⑩他（筆界特定）
③建築士 ①建築確認 ②建物図面

45 その他の法令等

①公有地拡大法 ②優良田園住宅促進法
③土砂条例(県・市町村) ④狭あい

46 その他(特記事項)

※判定
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OK

この法令調書により、
「不可」という欄にチェックが入ると最終的にこの事業そのものが出来なく
なる事を意味しますので、依頼者とのトラブルを避ける事が出来ますので、当初にこの様な表を作
ってチェックし依頼者に交付することをお勧め致します。
（1） 所在及び面積・・・は基本事項です。
「都市計画図・白図・遺跡図・住宅地図・地番図・公
図・その他の図面等」を利用し調査します。また場合によっては「河川図・道路網図・航空
写真等」も使う事もあります。
→（2）所在により関わりもありますが、ここでは開発計画をしている区域が、面積による
制限を受ける事がありますので、開発行為の面性のチェックを行います。面積が基準以上の
時は分筆登記を行うことも視野に入れることになります。また境界確認等を行う時には、そ
れなりに考慮する必要があります。
（2） 都市計画区分等・・・この調査により、開発しようとする土地の「地域区分（線引き都市計
画区域・非線引き都市計画区域・都市計画区域外）」また「市街化区域・市街化調整区域・
区域区分が未定な都市計画区域・準都市計画区域・準都市計画区域外」等を調査します。こ
れにより開発行為の基準が大きく変わりますので要注意です。また「市街化区域」と「非線
引き都市計画区域の一部等」に用途区分が指定されております。用途区分は 12 種類「第 1
種低層住居専用地域・第 2 種低層住居専用地域・第 1 種中高層住居専用地域・第 2 種中高
層住居専用地域・第 1 種住居地域・第 2 種住居地域・準住居地域」
（住居系は 7 種類）
、
「近
隣商業地域・商業地域」
（商業系は 2 種類）
、
「準工業地域・工業地域・工業専用地域」
（工
業系は 3 種類）に分けられております。用途区分にあわせて「建ぺい率・容積率・高さ制
限等」が指定されております。
→この項目のチェックは非常に大切です。
「地域区分」により、開発行為に該当するか否か。
地区区分と（3）土地利用目的による許可基準について。用途区分により建築できる建築物
の制限（建築基準法）を受け、建ぺい率・容積率・高さ等にいて規制される事になります。
→その他「地域地区」の中には「特別事業地区・高度利用地区・防火地域・準防火地域・風
致地区」の規制を受ける事になります。最初の頃は、役所協議を十分協議し１項目ずつチェ
ックを入れる等慎重に。
（3） 土地の利用目的・・・この項目は（2）の用途区分と密接な関係にありますが、今回開発し
ようとする土地に何を建築しようとするか、その利用目的が整合するかのチェックします。
整合しない時は、断念するか、または何らかの法的手続きを講ずるか考慮しなければなりま
せん。
→開発行為を行う目的たる「建築物」として、何を建てるか、（2）で市街化区域内等で、
用途指定が行われている時には、建築基準法により建築物が規定されています、また調整区
域内の開発行為では、都市計画法第 34 条により「調整区域の立地基準」が決められており
ますので、それらの規制の範囲内で土地利用を考える必要があります。またどうしても土地
利用目的が決まっている時は、その土地を諦めて、他に求めることも考えなければなりませ
ん。
（4） 申請人調査・・・開発行為によっては属人性（申請人のみ許可となる他の者では許可になら
ない）の許可の可能性、また現会社の目的で事業が出来るか等をチェックします。
→調整区域の開発行為の中に属人性の開発行為があります。その許可を取得する為にはその
裏付け資料が必要となります。
→法人は、目的に記された業務以外の業務は出来ません。法人は目的をチェックします。ま
た法人は事業計画が必要でしょう。その事業計画にあった計画書であるかチェックをします。
（5） 土地調査・・・①公図・測量図・謄本・評価証明等の取得。②建築基準法第 42 条に該当す
る道路に接続する必要があります。建築指導課等で道路調査を。③道路台帳、④河川台帳の
より、道路等の図面の有無を。⑤水路の有無、⑥放流の可否、⑦線下地の建築制限の有無等
のチェックをします。
→（1）の都市計画図・住宅地図等と、①の公図・測量図・謄本・評価証明等により現地調
査の基礎資料に、また権利の詳細についてチェックが出来ます。評価証明により課税評価等
の概要と地域区分について調査できます。
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→開発区域は、建築基準法第 42 条の道路に接続する必要がある。と規定されております。
何月何日誰に確認したか記しておけば安全でしょう。これがチェック不足ですと後日“道路
位置指定等”を取得しなければならない等、予想しない別な手続きが出て来る可能性があり
ます。
→③道路台帳により国道・県道・市道の管理範囲の確定が出来ますし、境界杭の埋設状況も
分かります。境界か確定してなければその資料に使えますし、管理幅等の状況も分かります。
④河川台帳についても同様です。
→⑤水路の有無については、法定外水路の境界確認が必要となるかどうかをチェック。⑥放
流の可否については、下水道が布設されてない地域では、処理済汚水の放流は大切な事とな
ります（但し用水は原則不可）水路管理者と十分協議が必要になります。（設計に大きな影
響があります。
）
→⑦線下地での開発行為は、建築物の高さ等が制限される事になります（登記簿に地役権と
して記載されているものもありますが、記載されていないものもあります。
）
。当然として高
圧線の所有者との協議が必要となります。現地調査をする時には十分注意をして頂きたい。
（6） 境界確認・境界協定・・・①直轄国道、②国県道、③市道、④町道、⑤村道、⑥法定外道路、
⑦直轄一級河川、⑧県管理一級河川、⑨準用河川、⑩法定外水路、⑪他の行政財産、⑫青地
等、⑬官有無番地、⑭既協定、⑭-2 既協定レポート、⑮隣接民有地（同意書・確認書・筆
界証明）
、⑯協定へ添付（住所移転・相続）
（戸籍・住民票・印鑑証明）
→境界が必要か否かのチェックをします。開発行為は必ず道路に関係します、また水路や青
地も有りますのでそのチェックが必要となります。
→建設課・土木管理課の調査をし協定されているか否かをチェックします。協定されていな
ければ境界確認・協定を行う必要があります。
→過去に隣接民有地と取り交わした書類をチェックします。今回取り交わしをする時には、
何を取り交わすか地主との協議も必要でしょう。
→今後進めて行く中で、隣接地主で登記簿と住所・所有者が合致しない時は、現住所・現所
有者と合致させる事になります。
（7） 土地利用事前協議（大規模開発事業計画）
・・・
① 開発事業を伴う土地売買等の契約をしようとする場合または開発事業を行おうとする場合
・ 5.0ha 以上の土地（ただし、規制区域、監視区域、注視区域内の土地は 2.0ha 以上）
・ 2.0ha 以上の農地を含む土地
・ 2.0ha 以上の自然公園区域を含む土地
② 事前協議済みの開発事業計画を変更する時
→おもな調整事項としては、①当該地域の土地利用計画との整合性、②都市計画法、森林
法、農地法等による開発許可基準、③土地取引の価格（規制区域、監視区域、注視区域）、
④周辺地域に及ぼす影響、環境保全（特に排水基準、排水先）
（8） 大規模建築物の建築に関する事前協議・・・適用地域としては、市街化区域、市街化調整区
域及び非線引き都市計画区域の用途地域以外の地域で、適用建築物としては、高さが 13ｍ
を超える建築物、または建築面積が 1,000 ㎡以上の建築物が該当します。
→主な調整事項として、①建物の高さ等の指導基準との整合性、②建物・土地利用関係法令
等による許可基準等、③自然景観への影響、④生活環境、公共、公益施設との調整について
調整することになります。
【大規模開発事業計画に係る事前協議との関連】
「大規模建築物の建築計画に伴う開発規模が、大規模開発事業計画の事前協議に該当する
場合は、土地利用に関する事前指導要綱を適用し、当該建築物の建築計画については、本
要綱の指導基準を適用する」という事になっています。
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栃木県行政書士会カレンダー（１２月）
日
予
定
1 水 報酬額統計調査の打合せ
電子申請オンラインフェア参加
3 金 ボーリング大会・忘年会
5 水 理事会
6 月 会費未納者対応
7 火 登録説明会
宇都宮支部「国際交流協会相談員説明会」
8 水 ＴＩＡ無料相談会（於：栃木県国際交流協会）
外国人在留資格相談室（於：足利市生涯学習センター会議室）
9 木 編集会議
10 金 ホームページ作成研修会
「はじめてのホームページ作成（初心者向け）
」
ＩＣＴ特別委員会
13 月 財務部会
会計精査
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）
15 水 行政書士専門相談（於：小山市役所）※予約制（随時受付先着
４人 予約問い合わせ：小山市生活安心課 0285-22-9282）
18 土 ＡＤＲ調停人養成 中級編第２回
20 月 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）
21 火 行政書士基礎講座 「はじめての事実証明業務」
22 水 事務局との連絡会

時

間

13:30～
10:00～
13:00～16:00
10:00～
13:30～16:30
13:30～
13:30～

主
催
業務開発部
ＩＣＴ特別委員会
小山支部
栃木県行政書士会
財務経理部
総務部
総務部
総務部
足利市
広報部
ＩＣＴ特別委員会

16:00～
13:30～
14:00～
10:00～15:00
10:00～12:00

ＩＣＴ特別委員会
財務部会
財務部会
宇都宮支部
小山支部

10:00～
10:00～
15:00～17:00

業務開発部
総務部
宇都宮支部

13:30～
15:00～

業務研修部
総務部

栃木県行政書士会は、栃木県の「名刺を活用した栃木県の PR 事業」に協力しています
当会では、栃木県の「とちぎサポート企業バンク」に登録し、観光交流課
の連携事業について協力をしています。名刺に栃木県の観光写真等を印刷し、
栃木県の観光ＰＲに協力するものです。
まずは、広報部の部員が自身の名刺を作成し、配布しており、将来的には
会員の皆さまにもご活用いただくことを検討しております。
（名刺に印刷する写真は、右図の益子焼のほか、男体山や中禅寺湖等、全１０種）
＜栃木県ホームページの当会掲載部分＞
http://www.pref.tochigi.lg.jp/system/honchou/honchou/1287636189742.html

記事の補足説明について

行政とちぎ２０１０年９月号の業務特集「風俗営業許可申請について」に
おいて掲載いたしました「風適法及び建築基準法に定めた制限地域」の表（P3 上部に掲載）につきまして、
風適法と建築基準法の間で齟齬が生じる場合においても営業が認められる場合があり、必ずしもこのとおり
の結論になるものではありません。実際の可否については、事案ごとに関係窓口において相談の上、判断す
る必要があります。この点説明が不足しておりましたので、ここで補足させていただきます。
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日行連だより
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№

受信日付

文書の表題

事務連絡

H22.10. 1
H22.10. 1
H22.10. 5

814

H22.10. 5

819
817
836
837

H22.10.
H22.10.
H22.10.
H22.10.
H22.10.

全国広報・監察担当者会議における事前調査について（お願い）
全国研修＜11 月期＞プログラムについて
全国研修＜10 月期＞実施に関する連絡事項
平成 23・24 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 22 年度全国研修＜11 月期＞の開催について
【補足】全国研修＜10 月期＞実施に関する連絡事項について
建設業許可業務に関するアンケートの実施について
国土利用計画法に基づく事後届出制の周知依頼について
行政書士制度 60 周年記念懸賞論文の周知について（お願い）

846

H22.10. 8

平成 22 年度単位会申請取次行政書士管理委員会等への助成について

847
851
852

H22.10.
H22.10.
H22.10.
H22.10.

5
5
5
8
8
8
8
8
8

事務連絡

H22.10.15

事務連絡
878
888
890

H22.10.15
H22.10.15
H22.10.15
H22.10.15
H22.10.15

平成 22 年度基礎研修（新入会員研修）の開催について
共同・合同事務所及び法人内事務所の定義及び指導について
会員が設置する事務所の調査について
平成 22 年度全国研修＜11 月期＞の科目名・概要について
平成 23・24 年度 入札参加資格審査申請のインターネット一元受付
テストランの実施要領について
経営事項審査の審査基準の改正等について
【重要】全国研修 11 月期(インターネット研修）について
常任理事会の議事録について（9/2,3 開催）
平成 22 年度会長会「決議」の送付及び公表について
業務開拓部門に係るアンケートのお願い

891

H22.10.15

協賛のお願いについて（知的資産経営 WEEK2010）

904

H22.10.20

648
924

H22.10.22
H22.10.22
H22.10.25

933

H22.10.25

事務連絡

H22.10.29

702

H22.10.29

958

H22.10.29

自動車保有関係手続きのワンストップサービス申請に係る「まとめ
払い」・「一括利用」の新規利用・更新希望会員の取りまとめにつ
いて（お願い）
知的資産経営 WEEK2010 シンポジウムのご案内について
日行連パンフレット（平成 22 年度版）及び小冊子の送付について
執行官の採用選考受験案内について
平成 22 年度行政書士制度広報月間における農地法関係業務に係る
調査に関する全国農業会議所に対する協力依頼について(通知）
全国研修＜11 月期＞実施に関する連絡事項
平成 22 年度インターネット研修システムによる研修実施にあたっ
ての助成金について
文化庁「カラオケ著作権に関する緊急のお知らせ」について

960

H22.10.29

地方自治体電子申請システムに関するアンケート結果に係る対応について
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備考

経営事項審査の審査基準の改正等について
～栃木県県土整備部より～
本県の県土整備行政の推進につきましては、日ごろから格別のご協力をいただき、厚く御礼申し上げま
す。
さて、
このことについて、
建設業法施行規則の一部を改正する省令が平成２２年１０月１５日に公布され、
経営事項審査の審査基準の改正について平成２３年４月１日から、また、虚偽申請防止対策の強化について
平成２３年１月１日から施行されることとなりました。この改正等にかかる関係通知が国土交通省総合政策
局建設業課長からありましたので、その写しを送付します。
貴職におかれましては、傘下会員への周知についてご協力いただきますよう、お願い申し上げます。
監理課建設業担当 電話 028（623）2390
平成 22 年 10 月 15 日
栃木県県土整備部長 殿
国土交通省総合政策局建設業課長
経営事項審査の審査基準の改正等について
公共工事を受注しようとする建設業者の経営を事前に評価する経営事項審査制度については、近年の建設
投資の減少とそれに伴う競争の激化等を踏まえ、公共工事における適正な企業評価を実施する観点から、従
来にも増して企業実態をより適正に評価できる仕組みに改善していくことが重要となっています。
このため、平成２２年３月に発表した「入札契約制度の更なる改善」に基づき、中央建設業審議会におい
て、経営事項審査の審査基準の改正について審議を行う（同年７月２６日取りまとめ）とともに、虚偽申請
防止対策の強化について検討を行ってきました。
今般、これらの審議・検討の結果を踏まえ、経営事項審査の審査基準について、ペーパーカンパニー対策
など評価の適正化の観点、現下の社会経済情勢を踏まえた多様なニーズへの対応の観点から所要の改正を行
うとともに、虚偽申請防止対策の強化のための運用面の改善を図ることとし、そのために必要な関連省令、
事務取扱いに係る通知（別添参照）等の改正が、平成２２年１０月１５日付けで行われました。なお、審査
基準の改正については平成２３年４月１日から、虚偽申請防止対策の強化については平成２３年１月１日か
ら施行されることとなりました。
今回の改正の主要な内容は下記のとおりですので、貴職におかれましてはその趣旨を十分御理解の上、所
管の建設工事の発注に当たって適切な事務処理に努められるようお願いします。
なお、都道府県におかれましては、貴管下市町村等に対しても、周知をお願いします。
記
一 経営事項審査の審査基準の改正
1 技術者に必要な雇用期間の明確化
技術者の名義借り等の不正を防止するため、評価対象とする技術者を「審査基準日以前に６ヶ月を超え
る恒常的雇用関係のある者」に限定することとした。
また、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８号）に基づく継続雇用制度対象
者については、雇用期間が限定されていても評価対象に含めることとした。
2 完成工事高の評点テーブルの上方修正
建設投資の減少により平均点が低下している完成工事高（X1 点）及び元請完成工事高（Z2 点）につい
て、平成２２年度の建設投資見込額のもとで平均点が制度設計時の平均点である７００点となるよう評点
テーブルを補正し、全体としてバランスのとれた評価を行うとともに、適切な入札機会を確保することと
した。
この措置により、完成工事高（X1 点）は平均点で約１２点の上昇、元請完成工事高（Z2 点）は平均点
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で約９１点の上昇となる。
3 再生企業に対する減点措置
債権カット等により地域の下請企業等に多大な負担を強いた再生企業
（民事再生企業及び会社更生企業）
について、社会性等（W 点）の評価で、以下の減点措置を創設することとした。
○ 再生期間中（手続開始決定日から手続終結決定日まで）は、一律マイナス６０点（
「営業年数」評価
の最高点）の減点
○ 再生期間終了後は、
「営業年数」評価はゼロ年から再スタート
なお、この措置は平成２３年４月１日以降に民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てを行
う企業から適用することとした。
4 社会性等（W 点）の評価項目の追加
① 建設機械の保有状況
地域防災への備えの観点から、建設機械抵当法（昭和２９年法律第９７号）に規定する「建設機械」
のうち、災害時に使用される代表的な建設機械（ショベル系掘削機、ブルドーザー及びトラクターシ
ョベル）について、所有台数に応じて加点評価を行うこととした。
（一台につき１点、最高１５点）
なお、建設機械のリースが増えてきている現状を踏まえ、経営事項審査の有効期間（１年７ヶ月）
中の使用期間が定められているリースについても、同様に取り扱うこととした。
② ISO の取得状況
多くの都道府県等が発注者別評価点で評価しているISO9001 及びISO14001 の取得状況について、
受発注者双方の事務の重複・負担の軽減を図るため、
経営事項審査の評価項目に追加することとした。
（片方で５点、両方で１０点）
二 虚偽申請防止対策の強化
経営事項審査の公正性を確保するため、虚偽申請防止対策の強化について次のとおり運用面の改善を行う
こととした。今後は審査行政庁（国及び都道府県）及び経営状況分析機関の確認事務がそれぞれ強化される
とともに、
経営状況分析に係る異常値情報が審査行政庁に情報提供されるなど、
双方の連携強化が図られる。
1 経営状況分析機関が行う疑義項目チェックの再構築
各経営状況分析機関が実施している異常値確認のための疑義項目チェックについて、倒産企業や処分企業
の最新の財務データ等を用いて指標や基準値の見直しを行うこととした。また、一定の基準に該当する申請
については、審査行政庁に直接情報提供する仕組みを創設することとした。
2 審査行政庁が行う相関分析の見直し・強化
各審査行政庁が実施している完成工事高と技術職員数値の相関分析について、最新のデータに基づいて基
準値の修正を行うこととした。また、完成工事高が極端に大きい申請に加えて、新たに完成工事高に比べて
技術職員数値が極端に高い（技術者の水増しの可能性がある）申請の抽出も開始するなど、運用を強化する
こととした。
3 審査行政庁と経営状況分析機関との連携強化
各審査行政庁において、新たに経営状況分析機関から提供される情報（1 後半）も活用して適切に重点審
査対象企業を選定し、証拠書類の追加徴収や原本確認、対面審査、立入等を効果的に行うことを促進するこ
ととした。また、経営状況分析部分に係る確認のための調査手順書を改訂することとした。
※「経営事項審査の事務取扱について」
（平成２０年１月３１日国総建第２６９号）の一部改正につきまして
は、当会ホームページ会員専用トピックスに掲載しております。
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栃木県内 市町別
平成 2３・２４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２２年１１月５日現在 広報部調べ）
測量建設コンサル
建設
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

1/11～2/7

2

足利市

管財課契約係

0284-20-2119

1月（予）

随時受付中

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（予）

12/1～12/17

4

佐野市

契約検査課

0283-20-3027

市内業者1/17～1/19
市外業者1/17～1/28

市内1/17～20

5

鹿沼市

契約検査課

6

日光市

7

小山市

8
9

1/5～1/19

0289-63-2278

12/1～12/20

契約検査課契約係

0288-21-5134

1下旬～2月上旬（予）

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

1月後半（予）

真岡市

総務課契約検査係

0285-83-8145

市内業者12/13～12/24(予)
市外業者1/11～1/21(予)

大田原市

検査課

0287-23-8189

12/1～12/21

10

矢板市

財政課

0287-43-1114

1/7～1/24

11

那須塩原市

契約検査課契約係

0287-62-7114

1月中旬～1下旬（予）

12

さくら市

財政課財産管理係

028-681-1122

11/1～12/24

13

那須烏山市

総務課管財係

0287-83-1111

2月（予）

14

下野市

管財課

0285-40-5553

1月中旬～1月下旬(予)

15

上三川町

総務課管財係

0285-56-9114

2/1～2/15（予）

16

西方町

建設課

0282-92-0308

2月中旬（予）

17

益子町

企画課管財係

0285-72-8829

2月（予）

18

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

1月中旬～2月上旬（予）

19

市貝町

建設課

0285-68-1117

2/1～（予）

20

芳賀町

管財課

028-677-1111

12下旬～1月中旬（予）

21

壬生町

総務部総務課

0282-81-1809

1月中旬～1月
下旬（予）

22

野木町

総務課契約管財係

0280-57-4112

1中旬～1月下旬（予）

23

岩舟町

総務課消防管財担当

0282-55-7752

2月頃（予）

11/2～11/22

市外1/17～20

12/2～12/8

12/1～12/17

2月上旬～2月
中旬（予）

24

塩谷町

総務課管理担当

0287-45-2210

2月（予）

25

高根沢町

総務課監理係

028-675-8101

2月上旬～2月中旬（予）

26

那須町

総務課契約検査担当

0287-72-6902

1月（予）

27

那珂川町

総務課管財係

0287-92-1111

2月上旬～2
月下旬（予）

2月中（予）

2月中旬～2
月下旬（予）

2月（予）
12/13～12/16 11/4～11/17
28 栃木県
県土整備部管理課建設 028-623-2390 11/24～12/3
（持参）
（電子申請の
（電子申請の
業担当(建)
11/1～11/20
み受付）
み受付）
会計局会計課物品担当 028-623-2091
（電子、郵送）
（県内）
（県内）
(物)
※２
※１
※１
注１ (建)：建設工事、測量・建設コンサルタント (物)：物品
注２ 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。
※１ 上記受付期間内にて管轄により指定された日になります。詳しくは、手引きでご確認下さい。
※２ 新規申請、更新申請又は参加希望業種により受付方法や受付期間が異なります。詳しくは、手引きで
ご確認下さい。
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支局かわら版

人と人とのふれあいの場

まちの駅「思季彩館」
近年、道の駅ならぬ「まちの駅」がひそかなブ
ームを呼んでいる。自動車運転者のための休憩施
設として主に幹線道路に位置する道の駅と異なり、
まちの駅は、地元物産即売をはじめ、地域情報発
信の拠点として、人と人との出会いと交流を促進
する空間施設であり、これらの施設（駅）間でネ
ットワークを構築し、地域間で連携を図ることに
より、豊かなまちづくりに貢献しているという特
色を持っている。小山駅西口には、それぞれ特徴
あるまちの駅があるが、その中でも小山市観光協
会の一事業として展開する「思季彩館」にスポッ
トをあててみた。

小山支部

報があふれ、
「いいとこ教え隊」によるまちなかウ
ォーキングコースが多数用意されている。一番人
気は、約２時間２．６ｋｍコースの「開運コース」
で、祇園城跡、小山御殿、小山評定跡地その他小
山の歴史を辿り、詩吟のサービスもある。

さらに驚いたことは、店内の飲食メニューへの
こだわりである。コーヒーは注文を受けてから豆
を挽き、豆はブレンドではなく特選の「モカ」に
こだわり、独特の
香りとまろやかな
駅西口から中心街を西へ徒歩２分、県道交差点 酸味を楽しむこと
を左折すると、古風な木造二階建ての建物がみえ ができる。また１
てくる。店内へ一歩入ると、｢おやまブランド｣を 日限定２０食のう
はじめ、特産品や朝採り新鮮野菜が品揃えも豊富 どんも大変好評で、
に並んでいる。支配人が農家を訪問して栽培過程 ２０１０新年号で
を確認した野菜は、毎朝地元農家から届けられ、 ご紹介した「KANPYO うどん」と田舎うどんの二種
品質と食の安全にこだわったものとなっており、 類があり、それぞれ麺の特徴を生かしたスープと
大好評である。
ともに味わうことができる。KANPYO うどんは、５
月～９月は冷や汁
（ごまと味噌）
、
１０月～４月は、
しいたけとかんぴょうの温かい汁でいただく。こ
の組み合わせが細麺のうどんと絡み絶妙にマッチ
している。太麺でコシの強い田舎うどんは、熱い
きのこ汁ととても相性が良く、５００円で販売さ
れている。とても美味しいので、みなさんもぜひ
ご賞味を。
「思季彩館」の来訪者は、毎年２０％増加して
おり、来訪者への明るく行き届いた心遣いやおも
店内を通り抜けると、落ち着いた雰囲気の日本 てなしの精神が、
人気の秘訣である。
これからも、
庭園や昔ながらの石蔵があり、テラスでは庭石や おやまブランドのアンテナショップとして、また
植栽を眺めながらゆっくりくつろげる「和」の空 地域市民の交流と街なか賑わい創出の拠点として
間が広がっている。特に石蔵は展示会やミニコン 大きな役割を担い、さらなる繁栄が期待されてい
サート、
落語会などのイベントに活用されている。 る。
「まちの案内人」として機能するこの「思季彩
小山市へお越しの際は、ぜひ訪れていただきた
館」には、地元の人しか知らないとっておきの情 い空間である。
（支局長 作道みゆき）
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会員事務所訪問コーナー
今月の「おじゃましま～す！」は、ラーメンと
人形の町、佐野市は白澤会員の事務所にお邪魔し
ました。
白澤会員の事務所は、佐野プレミアムアウトレ
ットから約３ｋｍと、私の嫁が聞いたら羨ましが
る場所にあります。

氏 名 白澤 茂（しらさわ しげる）
事務所 佐野市飯田町７２１番地
登録日 平成１５年４月２５日
・行政書士になられたきっかけは何ですか？
「前の仕事を退職した際、何かそれまでとは違っ
たことをしてみたいと考えていた時に、行政書士
という仕事を知りました。そこで一念発起し、こ
れまでの人生で一番の勉強をして受験。無事に合
格することができ、開業に至りました」
・得意業務は何ですか？
「開業当初は、相続などの民事法務に特化しよう
と考えていました。しかし、開業時に、ちょうど
『電子定款』というものが始まり、新しいもの好
きであり、理系でもあった私は、積極的に電子定
款に取り組みました。結果、会社設立を通して許
認可業務や、事業協同組合設立、外国人研修生受
け入れ事業など、様々な企業法務に携わることに
なりました。もちろん、相続や離婚協議書作成な
ど、民事法務にも取り組んでいますので、特に何
が得意かと言われると、答えにくいかも知れませ
んね」

おじゃましま～す！
「それはもう『ゴルフ』ですね。夫婦でコースを
回ることもあれば、
ゴルフコンペにも参加します。
ホールインワンをしたこともありますよ。その時
は、お祝いをしたり、記念品を作ったりと大変で
したが、出費は保険で賄えましたし、いい思い出
ができました」
業務と比べると、ゴルフは得意種目と胸を張っ
て言えそうですね。
ホールインワンに保険があるというのは聞いた
ことがありますが、実際に使った話は初めて聞き
ました。
・様々な仕事に取組み、ゴルフも得意な白澤さん
の今後の抱負を聞かせてください。
「新しいことを始めたい、トラブルを防ぎたい、
解決したい、そういった希望や悩みを持つ方々の
依頼を、法律と時間の許す限り、断らずに引き受
け、力になりたいと思っています。また、私は、
成年後見制度の普及と利用に力を入れているＮＰ
Ｏ法人フォレストの理事でもありますので、成年
後見制度への取り組みを通して、福祉に携わる
方々をはじめ、さらの多くの方々の力になりたい
と考えています」
今日はうっかり手土産を忘れてしまった私に、
白澤先生は、ホールインワン記念のクオカードを
プレゼントしてくれました。
白澤先生のさらなるご活躍を祈念します。特に
ゴルフ。
長時間にわたり、貴重なお話、ありがとうござ
いました。
（支局長 栁 知明）

・様々な業務に積極的に取り組んでいらっしゃっ
て、とてもお忙しそうですが、休日は、どのよう
に過ごされているのですか？
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出発。
初心者でも安心して歩ける整備された道を、
元気一杯に進んでいきます。小川や小さな滝、き

支 局 情 報
【小 山】

三士会無料相談会

のこや落ち葉、そして湿原
の木道。高原は、正に別世
界。ちょっぴり肌寒い澄んだ空気は、ただそこに
いるだけで日頃のストレスを十二分に癒してくれ
ました。
早めの昼食後は日帰り入浴を楽しみ、鹿汁と美
１０月３日（土）午前１０時より、小山市「道
の駅思川小山評定館」にて、行政書士、司法書士、 酒に舌鼓を打ち、消化した筈のカロリーを補給し
土地家屋調査士による無料相談会を実施しました。 つつ御満悦な笑顔があちこちで見られました。日
多くの方々に利用していただこうと、事前に下野 頃の運動不足をちょっぴり反省しつつ、三士会の
新聞や小山市の広報、チラシ等でＰＲした結果、 親睦も紅葉色に深まったと感じられるハイキング
（小山支部 山根輝雄）
開始１時間前には多くの方が訪れ、開始を３０分 となりました。
早めてスタートすることとなりました。
小山支部からは午前・午後あわせて１８名の行
政書士が相談員として参加し、相続・遺言、贈与、
農地転用、成年後見等、相談件数８６件のうち３
７件を行政書士が対応しました。
毎年恒例となったこの三士会無料相談会ですが、
「ありがとうございました」と晴れやかな顔でお
帰りいただくのをみると、市民の皆様とコミュニ
ケーションを深めることのできるこのイベントは、
社会貢献の一環として大変意義のあることだと思
います。
今後も他士業との連携を深めながら、地域に貢
献できる行政書士を目指し、小山支部の活動を進 【栃木・小山】
めていきたいと思います。
（支局長 作道みゆき）

三士会ハイキング
無料相談会に続いて、三士会各小山支部合同に
よるハイキングを、１０月２３日に催しました。
今年は総勢２０名が参加し、バスにて前日光横根
高原を目指しました。
秋特有の爽快な青空と少しずつ色づき始めた紅
葉とが織りなすコントラストは美しく、標高が高
くなるにつれ車中のテンションも徐々にＵＰして
いきました。
高原到着後、入念に準備体操をしてから、いざ

栃木・小山支部合同研修会開催
１０月１日（金）栃木市内の「サンプラザ」に
おいて、
栃木・小山支部合同研修会が開催された。
２７名の会員が出席し、下記２つのテーマについ
て研修を行った。
記
『成年後見制度について』講師：髙山 久
（小山支部会員）
『相続・遺言について』 講師：青木裕一
（小山支部会員）
２０００年に介護保険と共に始まった成年後
見制度については、介護保険受給者約３７０万人
に対し、法定後見利用者は約１７万人と少ない。
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未だ制度の認知度・理解度が低いことが窺われ、
業務としてとらえた場合、今後普及させる余地は
極めて広いという。また、相続業務については、
出席した会員のほとんどが手がけた経験をもって
いた。質疑応答では実務に則した活発な意見交換
がなされ、行政書士の主要な業務の１つであるこ
とを改めて感じた。ただ、相続業務を行うに当た
っては、他士業と重なる部分もあり、場合によっ
ては税理士法や弁護士法などに抵触する恐れもあ
ることから、業際問題には十分な注意が必要であ
る。
研修会終了後、同所において懇親会を行い、両
支部会員間の親睦が図られた。
（支局長 白石博章）

【鹿 沼】

鹿沼支部研修旅行
さる１０月２４日より２５日にかけて、福島県
への研修旅行を支部主催により実施しましたが、
この日は曇りがちの日でしたけれども、幸いにも
雨は夜に降っただけで、暑くもなく、寒くもない
快適な気温となり、参加者は皆満足をしておりま
した。
行程は、東北自動車道を矢吹ＩＣで降り、石川
町を通り母畑温泉経由し、いわき市に向かい、美
空ひばりの唄「みだれ髪」の曲で一躍有名となっ
た、塩屋崎灯台を見学
しました。
そこから、小名浜の
岬にある県立公園に建
てられているリゾート
ホテルに宿泊しました
が、岬からのすばらし
い景観に、会員は感動
をしておられました。
ホテルにおける懇親
会では、ひざを交えた情報交換や懇談により、会
員同士の連帯が強まると同時に、なごやかで有意

義な時間をすごしたようです。
翌日は、小名浜を通り、いにしえの勿来関所を
見学し、茨城県の那珂湊港にある魚市場での楽し
い買い物をしてから、新たに出来た茨城空港を見
学しましたが、有効に使われていない空港に、税
金の無駄使いとも感じる思いをしながら帰途に就
きました。
（支局長 山ノ井一男）
【宇都宮】

宇都宮城址まつり無料相談

１０月２４日（日）宇都宮城址公園にて開催さ
れた「宇都宮城址まつり」において、恒例により
無料相談ブースを設けて参加しました。当日は、
どんよりとして少々寒い感じの一日となってしま
ったせいか？？？来場者の数は昨年よりも若干少
なかったかのように思えましたが、お馴染みの社
参行列や、学生や一般の方の団体などによる出し
物でステージを中心に大変盛り上がっていたよう
でした。当支部の参加は今年で３回目、相談件数
は１０件（相続・遺言５件、過払い金の請求２件、
訴訟１件、その他２件）という結果でしたが、
「機
会があったら相談したい」という思いを持ってい
る人はたくさんいるんだろうな？？！！と感じさ
せられる一日でした。なお、相談者との話の中か
ら、
「法律に関する相談は、弁護士に・・・！！」
と言う感覚を持っているという実情もつぶさに感
じ取ることになりました。
業務範囲の広い行政書士の仕事、それぞれの専
門を活かしながら、行政書士間を含め、他の士業
仲間との連携を密にし、より身近な法律家、気軽
に相談できて内容に応じた対応が出来る「地域に
密着した法律家」として、我々「行政書士」はそ
んな存在であることを、このようなイベントの中
からも広くＰＲしていくという意味で、今後の活
動も積極的に広く実施していきたいものです。追
伸・・・お昼に何を食べようかと？？テント回り
をするのもちょっと楽しかったかも(^_^;)
（支部理事 中三川浩志）
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楽しみにしていたフィギアスケートＮＨＫ杯
がはじまった。ご多分にもれず、浅田真央ちゃん
のファンである。真央ちゃんが初めて登場した頃
から、ハラハラドキドキしながら、かかさずテレ
ビの前で応援していた。
さてこの競技、練習ではジャンプをうまく跳べ
ていても、本番では失敗するなど、緊張とプレッ
シャーは相当なものであろう。
前回のオリンピックで真央ちゃんは、ジャンプ
の失敗か涙の銀メダルであった。ところがこのＮ
ＨＫ杯では、更にジャンプの不調が続き、自己ワ
ーストの８位、一体どうしたのだろう？
スケート競技に限らず、それぞれのスポーツ選
手は、目標に向かって、日々の練習はもとより本
番までの努力は筆舌に尽くせないだろう。その挑
戦する姿が、
見る者を感動させ夢中にさせている。

私達の仕事もまた、スポーツに通じる部分があ
るように思う。いかに日々の研鑚を積み、業務に
つなげていくか？志を持ち続けていけるか？
最近、身近な人の、
「これがプロ」と思われる仕
事ぶりを発見し思わず感動してしまった。
例えば、依頼に応えるだけではなく、その後の
フォローが本当に良く出来ている事や、同じに講
師をするのでも、
聞く人の心を動かす力がある等。
その方々のこれまでの経験と実績が表わすも
ので、簡単には真似など出来ないと思った。
仕事でもスポーツでもプレッシャーはつきもの
だけど、前を向いて進むしかない。
真央ちゃん、がんばれ！
新ルールの壁に負けず、
挑戦するあなたの姿に、
いつも元気をもらっているよ。
（宇都宮支局長 遠藤美代子）

総務部より

「行政書士業務の範囲」について困りごと大募集！
～研修会の内容に反映致します～
総務部では会員の資質向上を目的とし、昭和５４年度から年に１回「栃木県と共催の研修会」
を開催しています。
平成２２年度は「行政書士業務の範囲」についての内容で、日本行政書士会連合会の理事で
もあります中津川彰先生を講師に招き、来年２月２５日に栃木県教育会館で開催することが決
定しました。
講師の中津川先生は検事、公証人を経て、現在は弁護士として活躍されているとともに、日
行連を含めた幾つかの団体で理事をされており、高い見識をお持ちです。
今回の講師依頼に際し、
「何か取り上げて欲しい事項があれば、お話しします」というご回
答を頂きましたので、会員の皆様に業際に関する知りたいことや困りごとを募集致します。
日頃の業務の中で、
「これは行政書士の範囲だろうか」と疑問に感じたことや行政書士の業
務の範囲について改めて確認したいことなど何でも結構ですので、率直なご質問をお寄せ下さ
い。
募集要項：様式自由。無記名可。事務局宛に FAX またはメールで送信して下さい。
Ｆ Ａ Ｘ：028-635-1410
メ ー ル：gyosei-totigi@mail.gt9.or.jp
みなさまの
締
切：平成 23 年 1 月 4 日(火)
疑問質問お待ち
しております
※研修会の参加募集は行政とちぎ１２月号に掲載致します。
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大盛況！市民公開講座 ～行政書士法制定６０周年記念～

◇宇都宮会場
行政書士法制定６０周年を記念して、初めての
試みの市民公開講座が、栃木県内５カ所で開催さ
れました。
１０月２９日は宇都宮市内の栃木県教育会館
を会場にし、約９０名の参加者が、相続・遺言、
成年後見について熱心に聞き入りました。
冒頭、住吉和夫会長は挨拶の中で、自らの市民
後見人としての経験も織り交ぜながら、高齢化社
会の提言などをわかりやすく語りました。
講座は第１部を「相続・遺言について」と題し、
行政書士会の中でも、実績のある岡井正樹会員が
担当し、第２部「成年後見について」は、同じく
行政書士として、またＮＰＯ法人フォレストの理
事としてもご活躍されている齋藤順子会員が担当
し、難しい内容ながら、聞き手の笑いも誘うなど
充実した研修となりました。
またこの日は、講座の後に個別の無料相談も実
施しましたので、会場は急きょ、大相談会場に早
変わりし、２０組近い相談者が、日頃抱えている
相続等の問題を聞いてもらっておりました。
相続・遺言は身近に起きる問題でもあり、成年
後見については最近、テレビ報道でも、特集を組
んで取り上げられたばかり。
タイムリーでもあり、
関心が集まったものと思われました。
この講座では、成年後見制度が介護保険制度と
共に成立してきたにも関わらず、普及が遅れ、認
知症などの高齢者が財産をだまし取られ、悲惨な
状況である例が多数紹介されました。
大変痛ましく思うと共に、あらためて、この制
度の普及活動が必要であることを感じました。
（宇都宮支部 遠藤美代子）

◇栃木会場
平成２２年１０月３０日（土）午後２時より、
栃木市大平健康福祉センターにおいて、市民公開
講座が開催されました。台風１４号の影響で悪天
候の中、たくさんの方においでいただき充実した
イベントとなりました。相続・遺言については、
業務研修部長である岡井正樹会員に、成年後見に
ついては、小山支部から髙山久会員に講師をお願
いし、大変分かりやすい説明で来場者にも大変好
評でした。相続・成年後見は一般の方々の関心も
高く、講座の後の無料相談会も多くの方にご利用
いただき行政書士のＰＲ活動の一環としても意義
あるものとなりました。
（小山支部 作道みゆき）
◇佐野会場
１０月２２日（金）午後２時より、佐野市浅沼
町文化会館において市民公開講座｢相続 遺言 成
年後見について｣を開催しました。
今回は県本部と佐野支部、足利支部の共催企画
で、講師は足利支部の福澤一夫会員です。
午後２時より市民公開講座を約４５分、その後
質問を受けてから個別無料相談会を行いました。
この無料相談会がたいへん好評で、来場者の三
分の一くらいの方が相談されていかれました。
相談窓口を八つ設置しましたが、順番待ちの方
もいらっしゃいました。高齢化社会を迎えた昨今
では、一般の方が相続、遺言、成年後見について
高い関心を持っているようです。
まったく初めての企画なのでどれ程の来場者が
いらっしゃるのか正直いって不安でした。
ふたを開けてみると、たくさんの方がおみえに
なり、個別無料相談会もたいへん盛況で大成功と
いえると思います。
最後に、当日お手伝いして頂いたスタッフの皆
様、お疲れ様でした。
（佐野支部 江藤正巳）
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人生 －喜・怒・哀・楽－ 劇場
「喜」の章
学生時代のある冬の一夜。私たち（私と友人の２人）は都内の或るボロアパートの薄暗い部屋に
いました。その部屋の主であるマエダ君（実名）は上機嫌でした。彼はバレンタイン・ディにバイ
ト先の女の子からウイスキーのミニチュアボトルをもらったのです。このことをひけらかす相手と
して私たちは招かれたのでした。
「君たちは、もらえないだろう」と私たちの目の前にボトルをブラブラとさせていました。
「飲み
たい？ 飲ませてあげようか？」
「ウッソ～、アゲナイヨ～♪」
「独りで味わって飲むんだ～♪」と
悪態をつきながら、垂れた目を一層垂らしてニッコニッコでした。私たちは屈辱に耐えながら、そ
してこれからの展開にある予感を抱きながら、彼の独り舞台をただただ眺めていました（心の中で
〝義理〟という言葉を唱えながら……）
。
「怒」の章
そんな「幸せの春風」が長く続く道理がありません。
「チョコレートがほしかったのに～」
「××
ちゃん（自主規制）からほしかったのに～」
「ボクが、大酒飲みだと思われているみたいで嫌だ！」
と、今までの経験から導き出された予報どおりに、彼の薄暗い部屋に今でも泣き出しそうな雲がモ
クモクと湧いてきました。
マエダ君は、お弁当屋さんで買って来たお弁当のおかずをつまみにビールを飲み、白米をつまみ
にビールを飲み、最後にビールだけでお腹を満たす人でした。マエダ君は、深夜にビールがなくな
り、私たちがあきらめかけていても、酔いつぶれているはずなのに「角の酒屋サンの自販機は消灯
していて販売停止中に見えるけれど、お金を入れればビールは出てくる」と無意識に教えてくれる
人でした。そんなマエダ君にお酒を贈った女の子の判断は、間違ってはいません。大酒飲みである
ことには間違いないのですから……。
「ボクは酒なんかキライだ」と、ついに怒りの落雷を発したマエダ君はボトルのキャップを開け
て、女々しいことを言いながら、男らしくウイスキーを一気飲みしてしました。そして誰に向けて
かは不明（××ちゃんに向けてだと推察されますが……）ですが、
「ザッマ～ミロ」
「飲んでやった
ゼ」と叫んでいます。私たちは彼の独り舞台をただただ眺めているだけでした（大笑いしながら…
…）
。
「哀」の章
そんな「怒りの暴風雨」はすぐに過ぎ去りました。マエダ君は酔いがまわったのか醒めたのか急
に元気がなくなってきました。
「本当はチビチビ愉しんで飲むつもりだったのに……」
「お前らの責
任だ！」
「ア～、全部飲んじゃった（泣）
」
「ウイスキーでもいいから、もっとほしいよ（涙）
」と愚
図り始めました。自ら私たちを部屋に呼んだのに、とうに終電の時間は過ぎているのに、最後に「お
前ら、何しに来た！」
「お前ら、もう帰れ！」という捨てゼリフまで出てしまいました。私たちは「八
つ当たりの嵐」
「哀しみの嵐」が過ぎ去るのを、ただただ耐え忍ぶしかありません（笑いをこらえな
がら……）
。
「楽」の章
激しかった嵐は過ぎ去り、
「黙」の時間が訪れます。図らずも、
「喜」
「怒」
「哀」の人生劇場の傍
観者となった私たちにとっては、とても「楽」しい時間でした。まさに人生、〝一夜劇場〟です。
ただ計算外だったのは、その後数分間隔で「怒」と「哀」のみが朝までエンドレスで繰り返された
ことです。空のボトルにウイスキーが満ちることは２度とないように、
「喜」の瞬間が戻るはずもあ
りません。もちろん、空のボトルに他のウイスキーを注げば、哀しみが満ちるだけです（後日、し
たかもしれませんが……）
。その夜、私たちは朝まで眠らせてもらえませんでした。ただただ、
「い
い加減にしろよ」とつぶやくことしかできない、無力な私たちでした。
（足利支部 杵渕 徹）
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釣 紀 行 ２２
平成２２年７月２１日、今日は午前中に仕事を
終わりにし、夕方から日暮れまでの間に近場のヤ
マメを釣りに行こうと、朝目覚めた布団の中で思
いつきすぐ起きたのが６時、服を着替え外に新聞
を取りに行こうとすると、妻が「玄関前にハチが
一杯いる、それも小さめなハチが飛んでいるので
気をつけて」と言う。足長バチでも巣を作ったの
かも、それじゃ退治しなきゃと玄関の戸を開けハ
チの姿を追いかけよく見てみると、今は置き台に
使っている昔使用した餅つき臼とその上に載せて
ある木株の間の五百円玉位の小さな隙間からハチ
がひっきりなしに出入りしている。あれれ、ミツ
バチじゃない、
とインターネットで調べてみると、
まさしく日本ミツバチそのものであった。
巣穴の前に戻り中をのぞいても、今日入居した
ばかりでハチの巣などは当然見えない。ミツバチ
なので危害は加えないのでそのまま様子を見るこ
とにした。いつものように朝食を済ませ茶の間で
お茶を飲みテレビや新聞を見ていた。
外で「ブンブンブーン」と、遠くの方で暴走族
が騒いでいるような音がしている。窓ガラスにパ
チンパチンと何かが当たる音も聞こえる。時間は
８時半頃であるが、何だろうと立ち上がって外を
見ると、ミツバチが竜巻のように前の家の二階に
あるテレビアンテナ位の高さまで、庭先一杯真っ
黒になって飛んでいる。なんじゃこれはと妻と庭
先の光景に見とれていたが、玄関前の巣穴をよく
凝視してみると、巣穴から臼の中にミツバチが列
を成して次々と入っていく。９時頃になると群れ
をなして飛んでいたハチはキレイに巣の中に納ま
った。
働き蜂は依然として忙しく出入りしている。
今目の前で起きたことは「分蜂」と言う行動で、
今まで入っていた巣がハチが増え手狭になり分か
れてきた現象であった。
その日以後は、庭にある花に我が家のミツバチ
が飛んできて蜜を集めて、一杯になると巣に戻っ
ている光景を眺めていると、なんともいえない気
持ちになってくる。
あとでご馳走になるのだから、
まずい蜜は採っていっちゃいかん、うまい蜜だけ
にして頂戴と勝手なことを言っていた。
毎日、家にいるときは巣穴を何回か覗き、元気
に働いているミツバチをわが家族の一員として、
いとおしく眺めていた。時々来襲するスズメバチ
は網を持って何度も退治してきた。そのうち夏が

過ぎ秋になり巣穴を覗くとハチの巣が６～７段位
あるのが確認でき、特に蜜のにおいがプーンと匂
ってくるのが分かった。
１０月９日、１泊の出張からやっと夕方になっ
て家に帰り、一目散にミツバチのところに行くと
様子が変である。巣穴の入口にいつもは何匹かい
るはずのミツバチがいない。懐中電灯で中を覗い
てもミツバチの姿が見えない。オオスズメバチに
やられたかと、臼の上の木株を少し持ち上げてみ
ると、やはりオオスズメバチが５匹位巣を占拠し
ていて、ミツバチの巣をかじっている。持ってい
る網と棒でオオスズメバチを全部退治し、最後の
望みとして翌日ミツバチが戻ってくるのを待つこ
とにした。
翌朝巣穴の周りを覗いてもミツバチの姿は一匹
もなかった。変わりにオオスズメバチが５、６匹
周りを飛んでいる。これでもうミツバチは帰って
こないと判断した私は、最後の手段として巣にあ
る蜜をとることにした。オオスズメバチをやっつ
けると、木株についている巣を採り出して２～３
日かけて蜜を搾ったが、５００ＣＣのペットボト
ル１つ位の収穫であった。
今ヨーグルトに混ぜながら食しているがなんと
もいえない甘さで私たちを魅了している蜂蜜、又
戻ってきて美味しい蜜をプレゼントしてミツバチ
くん、と懇願する毎日である。
・・・・・は蜜の味？
（木子 岩魚）
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ホームページ作成研修会

ＩＣＴ特別委員会主催

○ 開催日時
平成 22 年 12 月 10 日（金）13：30～
○ 研修項目および講師
「はじめてのホームページ作成（初心者向け）
」
（行政書士 青木裕一）

ＡＤＲ調停人養成

中級編 第２回

業務開発部主催

○開催日時
平成 22 年 12 月 18 日（土）10：00～17：00
○研修項目および講師
行政書士 古川正美、安 圭一（茨城会）、土方美代（栃木会）

行政書士基礎講座 第８回

業務研修部主催

○ 開催日時
平成 22 年 12 月 21 日（火）13：30～
○ 研修項目および講師
「はじめての事実証明業務」
（行政書士 松岡英彦）

募 集

研修会申込書

申込欄に○を付けＦＡＸ願います。
（ＦＡＸ：０２８－６３５－１４１０）
研修名

受講料

申込
〆切

申込

ﾃｷｽﾄ
申込

昼食
\500 程度

12／10

ホームページ作成研修会
「はじめてのホームページ作成」

500

12/8

－

－

12／18

ＡＤＲ調停人養成 中級編 第２回

無料

12/15

－

－

12／21

行政書士基礎講座 第８回
「はじめての事実証明業務」

無料

12/14

－

－

1/26･27

「遺言・相続・遺産分割」
法定業務研修会

500×2

12/17

※会場はすべて栃木県行政書士会館２Ｆです。

支部名
氏 名
ＦＡＸ
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26
日
27
日

「遺言・相続・遺産分割」法定業務研修会開催のお知らせ

業務研修部主催

○ 開催日時
平成 23 年 1 月 26 日（水）10 時から 17 時まで
平成 23 年 1 月 27 日（木）10 時から 17 時まで
○ 受講料
1,000 円（＠500×2 日）
○ テキスト代
1,050 円
○ 対 象
会 員（補助者の方は受講できません）
○ 研修内容
■第１日目■
時

間

内

容

１時限目

10:00～11:00

遺言相談への対応

２時限目

11:00～12:00

遺言書の作成

３時限目

13:00～14:00

相続の開始、相続人

４時限目

14:00～15:00

未成年者である相続人、放棄等

５時限目

15:00～16:00

指定相続分、法定相続分

６時限目

16:00～17:00

法定相続分の割合、相続分の修正等

■第 2 日目■
時

内

間

容

１時限目

10:00～11:00

相続の対象財産

２時限目

11:00～12:00

遺産分割

３時限目

13:00～14:00

遺留分、遺言執行

４時限目

14:00～15:00

相続税の基礎知識

５時限目

15:00～16:00

相続による名義変更等

６時限目

16:00～17:00

効果測定

※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。
※初めて受講される方は、テキストを必ずお申込み下さい。過去に購入済の方は、購
入済のテキストが使用可能ですので、研修会当日忘れずにご持参下さい。
※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。
※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。
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栃木県行政書士会
インターナショナルフェスティバルで相談会
すっきりと晴れ渡った秋本番の１０月２日、栃
木県国際交流協会が毎年開催しているインターナ
ショナルフェスティバルに本会も参加、外国人向
け相談会を開店した。
会場の「わくわくグランディ科学ランド」には、
行政や民間団体、合計５０団体が様々な企画を展
開、毎年どおり多くの人々が訪れ、エスニックな
一日を楽しんだ。
相談会には３件の相談があった。外国人関連以
外に、日本人から相続の相談もあり、行政書士の
仕事領域が広く理解されていることが伺われた。
相談会を運営しながら、様々な領域で活躍する
人々と交流し、楽しい一日を過ごした。
（総務部 深見史）

国籍って何だろう？
日系人就労準備支援事業に参加協力
日系人の就労を支援するために、財団法人日本
国際協力センターが各地で開講している「日系人
就労準備研修」事業。１０月６日、小山市内で開
かれている同研修のうち、
「在留資格」科目講習講
師を当会会員が担当した。
この講習は厚生労働省の委託で同センターが
運営するもの。研修は約２ヶ月半の間、毎日行わ

三士会無料相談会実施

れ、
就労を希望する日系人が日本語、
税の仕組み、
履歴書の書き方等を学ぶ。
「在留資格」は、その研
修の中の１科目。日系人特有の問題意識から、質
疑は国籍問題に集中、素朴なものから難易度の高
い内容まで、活発な質疑が行われた。
（専門業務特別指導員 深見史）

～三士業間の連携及び協力～

県央会場（ショッピングモール ベルモール）

県北会場（西那須野公民館）

小山会場（道の駅思川小山評定館）

栃木会場（ジャスコ栃木店）
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栃木県行政書士会員の動き
（平成 22 年 10 月 31 日現在）

【入 会】
入会年月日
登録年月日

郵便番号

22.10.15

3220064

支部・氏名

鹿 沼
沼田龍之助
【退 会】
支 部
足 利
【変 更】
支 部
宇都宮
宇都宮

事

退会年月日

備 考

小瀧浩也

H22.10.31

廃 業

変更事項
ＴＥＬ
*事務所

所

電

鹿沼市文化橋町 1972‐17

氏 名

氏 名
國乘 正夫
赤津 三男

務

支 部

氏 名

変

話

備 考

0289-65-6141

退会年月日

備 考

*:住居表示変更に伴う変更
更 内 容

028-613-5706
宇都宮市鶴田 1-9-1

「行政書士法制定 60 周年記念式典」「平成 23 年賀詞交歓会」
～開催のお知らせ～
日 時：平成２３年１月１１日（火）
第１部 11:00～11:55
「行政書士法制定 60 周年記念式典」
・記念表彰 ・記念講演
第２部 12:00～14:00
「平成 23 年賀詞交歓会」
場 所：宇都宮市上大曽４９２－１
TEL 028-643-5555
「ホテル東日本宇都宮 日光の間」
※参加をご希望の方は事務局（TEL028-635-1411）までお問い合わせ下さい。

編
集
後
記

行政書士法制定６０周年記念事業としての「市民
公開講座」も県下５ヶ所の各会場は、共に盛況のう
ちに終了することが出来ました。
しかしながら、業務の範囲が広すぎ、何をしてい
るのかが認知されていないのが現状ではないかとも
感じさせられます。
県民の皆様に近づき、気持ちを読み取り、会話を
し物事の解決に結びつける事も大切です。
初冬の寒さが身に染みる季節となりますが、一つ
の仕事を大切にし、お客様への感謝の気持ちを忘れ
ず前向きに進みましょう。 （担当副会長 押野）
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