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業業務務研研修修部部副副部部長長  長長竹竹  基基行行  

 

この度の東日本大震災により被害を受けられた皆

様に、心よりお見舞い申し上げますと共に、一日も

早い復旧をお祈り申し上げます。 

私への行政とちぎの原稿依頼は３月の初めにあり、

「貢献」、さて何を書こうかと思いつつ時が過ぎたこ

ろ、３月１１日の大地震の報がありました。 

それは間もなく起こる大津波、原発事故の始まり

でした。私にとっても経験したことのないほどの揺

れで、ニュース画面で大津波警報が太平洋沿岸に発

せられ、直にその被害が甚大であると知りました。

福島第一原子力発電所の事故にあっては、当日の原

子力緊急事態宣言の発令から日を追うごとに緊迫の

度が高まり、３月３０日午後９時時点の報道では、

放射性物質の拡散を防ぐ方法として水素爆発によっ

て吹き飛んだ建屋を特殊な布で覆う、フランスの原

発の専門家や大統領の訪日とあります。世界が注視

するなか先の見えない状況は３週間の時を経ても好

転することなく、日本中を不安と混乱に陥れていま

す。私も日本人には期待をしますが、未曾有と想定

外という言葉がいやがおうにも聞こえてくる現状に、

憂いを超えた何かを感ぜずにいられません。原発事

故による風評被害は東日本ばかりか日本全土にまで

広がり、外国の輸入制限は農産物や工業製品にも及 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

んでいます。気象庁

から今回の震度の精

査が終わった観測地

点が発表されました。

私の住む佐野市では

震度５強と震度５弱

とあり、栃木県内で

も震度６強の地点が

数箇所ありました。

東北の沿岸部では震度７は言うまでもありません。 

 

さて「貢献」とはというと、日本のみならず世界

中の人たちがこの大震災の救済に貢献しています。

その方法は物心両面に及び、義捐金、義捐物資、祈

り等々、数億人が一日も早い復興を願っています。

一方、非貢献的なことはといえば電力会社の原発３

０キロ圏内の避難者への救援と思います、果たして

善なる人の行いでしょうか、保有する保養所等を含

めた住施設を被害者に供したのでしょうか。想定外

の事故には想定外の方法で対処していかなければな

りません。 

東日本の皆様が安心して暮らせる日が一刻も早く

来ることを願い、会員の活躍を期待しております。 

今今 月月 のの 表表 紙紙   

とちぎわんぱく公園（壬生町） 

撮影 ： 広報部 関 比佐江 

 県民のための公園で、入場は無料。北関東自動車道壬生ＰＡ

と隣接。広大な敷地は、水・森・花 に溢れ、老いも若きも自

然を満喫できる。 
 雨の日はガラス張りの子供の城で、恐竜のモモちゃん他思う

存分遊べちゃうよ。 
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自動車関係の業務を大別すると次のようになります。 

① 自動車登録（道路運送車両法） 

普通車（新規登録・移転登録・変更登録・抹消登録・その他） 

軽自動車（新規検査・記入申請・返納申請） 

二輪車（新規検査・記入申請・返納申請） 

車庫証明・警察関係（自動車の保管場所の確保等に関する法律） 

普通車、軽自動車 

② 許認可 

イ 貨物自動車運送事業法 

  普通貨物・許可→トラック、集塵車、タンクローリー、霊柩車 

  軽貨物・届  →赤帽 

ロ 貨物運送取扱事業法 

  利用運送事業 一種、二種 

  運送取次事業 内・外航海運、航空、鉄道、自動車 

ハ 道路運送法 

  貸切旅客   →観光バス 

  乗合旅客   →路線バス 

  乗用旅客   →ハイヤー、タクシー、民間救急 

ニ 倉庫業法 

  倉庫業    →普通倉庫、冷凍倉庫、トランクルーム 

 

今回は許認可のうち「イ、ロ」についてです。 

 

一一般般貨貨物物自自動動車車運運送送事事業業  

普通トラックを使用して、運送の依頼を受け、荷物を運送し、運送した後に運賃を受け取る事業 

運送に使用する普通トラックは、 

小型貨物車（４ナンバー）、貨物自動車（１ナンバー）、 

冷凍食品などの運送に使用する特殊車（８ナンバー）など 

 

 

初初めめててのの自自動動車車運運送送関関係係業業務務 専専門門業業務務指指導導員員  

鈴鈴木木  康康夫夫
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◎◎許許可可申申請請  

一般貨物運送業を始めるには、地方運輸局長の許可を受けることが必要 

手続きの流れ 

１（営業所を置く都県の）陸運支局へ申請書提出（形式審査） 

→ ２運輸局の内容審査 → ３地方運輸局の許可決定 

許可の決定までは申請後３～４ヶ月 

一一般般貨貨物物運運送送業業をを始始めめるる基基準準（（概概要要）） 

営業区域 原則として営業所を置く都県単位 

営業所 
営業区域内にあること、建物が都市計画法などに違反していないこと 

建物借入の場合は、賃貸借契約又は使用承諾により建物の使用が確実なこと 

車庫 

原則として営業所に併設していること 

併設できない場合、営業所から２０㎞以内又は地域により１０㎞以内（栃木県は１０㎞

以内） 

車庫地として使用する土地が都市計画法などに違反していないこと 

車両を全て収容できる広さがある土地であること 

借入の場合は、賃貸借契約又は使用承諾により土地の使用が確実なこと 

車庫の前面道路の幅員（道路の幅）は、車両制限令により使用車両の通行に支障のない

こと（一般的には最低６．５ｍ） 

車両数 
７両以上、地域により５両以上（栃木県は５両以上） 

なお、トレーラ、トラクタはセットで１両 

休憩・睡眠施

設 

原則として営業所又は車庫に併設していること 

睡眠施設を必要とする場合は一人当たり２．５㎡以上が必要 

借入の場合は賃貸借契約又は使用承諾により建物の使用が確実なこと 

運転者 

運行管理者 

整備管理者 

事業を始めるのに必要な運転者数や 

運行管理（運行管理資格者証を取得している者） 

整備管理者（車両の整備の実務が５年以上、自動車整備士３級以上など）が必要 

採用予定者も含む 

その他 

輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、 

事業を始めた後の収支見積り（予定される収支内容） 

車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要 
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貨貨物物軽軽自自動動車車運運送送事事業業  

軽トラックを使用して、比較的小さな荷物を運送し、運送した後に運賃を受け取る事業 

 

◎◎届届出出申申請請  

 軽貨物運送業を始めるには、運輸支局長への届出が必要 

 手続きの流れ 

 １（営業所を置く都県の）陸運支局へ届出書を提出（内容審査） 

 → （提出から３０日後） → 事業の開始 

 

軽軽貨貨物物運運送送業業をを始始めめるる基基準準（（概概要要）） 

営業区域 原則として営業所を置く都県単位 

営業所 営業区域内にあること 

車庫 

原則として営業所に併設していること 

併設できない場合、営業所から２㎞以内まで 

車庫地として使用する土地が、都市計画法などに違反していないこと 

車両を全て収容できる広さがある土地 

借入の場合は賃貸借契約又使用承諾により土地の使用が確実なこと 

車両数 軽トラックで１両から 

休憩・睡眠施設 営業所に併設した乗務員が休憩できる広さが必要 

その他 運行管理体制を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入が必要 

 

以下の２つの場合も、許可が必要です。許可基準は、それぞれ異なります。 

特特別別積積合合わわせせ貨貨物物運運送送（（一一般般貨貨物物自自動動車車運運送送事事業業）） 

不特定多数の荷主から集荷した貨物を、営業所やターミナルで仕分けし、貨物を積み合わせて、他のタ

ーミナルに運送し、配達に必要な仕分けを行うなどメーカーから卸へ、または卸から小売店への貨物輸

送など 

 

特特定定貨貨物物自自動動車車運運送送事事業業 

特定の荷主の需要に応じた貨物運送、荷主に従属する工場間輸送など 
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貨貨物物運運送送取取扱扱事事業業  

 自ら運送は行わないで、運送事業者の行う運送を利用し、 

あるいは運送事業者の運送に取次ぐこと等により、 

利用者の物流ニーズに応えた運送サービスを提供する事業 

運送事業者 

（内航・外航船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者、トラック事業者） 

 

貨物運送取扱事業法、２つに区分 

利用運送事業 

荷主との間で運送契約を結び、運賃を収受し、運送責任を負い、 

運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業 

第１種、第２種以外のもの（集配等を一貫して行わない） 

第２種、鉄道運送、航空運送とトラックによる集配を一貫して行うもの 

許可制・利用運送事業許可申請書を提出し、許可を受けることが必要 

運送取次事業 自己又は荷主の名において運送事業者と運送契約を結んだり、 

実運送事業者から荷物を受け取ったりする事業 

荷主とは、取次の範囲内で責任を負う 

荷主と運送事業者との間で貨物の取次を行う 

登録制・運送取次事業者登録申請書を提出し、登録を受けることが必要 

 

利利用用運運送送事事業業  

利用運送事業を始めるには、国土交通大臣又は地方整備局長の許可が必要 

（関東・北海道・東北・新潟・中部・近畿・中国・四国・九州・沖縄総合事務局） 

標準処理期間は４ヶ月程度 

許許可可基基準準（（概概要要）） 

自動車の取扱貨物量の確保が行われるものであること 

収入及び支出が推定輸送量に見合う等事業計画に対し適切なものであること 

事業遂行に必要な事務所等の施設の確保がなされていること 

所要資金の見積りが適切であり、資金調達について十分な裏付けがあること 

純資産３００万円以上の確保が必要であり、資力信用があること 
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日 予  定 時  間 主  催 

9 月 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） 10:00～15:00 宇都宮支部 
10 

 

火 
 

登録説明会 10:00～ 総務部 
編集会議 13:30～ 広報部 

11 水 ＴＩＡ相談会 10:00～ 総務部 
国際研究会 13:30～ 総務部 
足利市市民相談室 行政書類（遺言など） 

（於：足利市役所１階市民相談室） 

13:30～16:00 足利支部 

12 木 行政書士基礎講座「はじめての会社法」（行政書士 横山 真） 13:30～ 業務研修部 
15 日 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） 

13:00～16:00 足利支部 

16 月 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） 

15:00～17:00 宇都宮支部 

17 火 定期総会・定期大会（於：護国会館） 11:00～ 行政書士会 
18 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） 

10:00～12:00 小山支部 

20 金 ＡＤＲ調停人養成ＰＧ 家族法研修 実践編４（全６回） 13:30～17:00 ADR特別委員会 

22 日 市民プラザ無料相談会 
（於：うつのみや表参道スクエア５階市民プラザ） 

13:00～16:00 宇都宮支部 

25 水 登録説明会 10:00～ 総務部 
 
 
 
 
 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 備考 

1668 H23.3.4 平成22年度ADR機関認証申請研修の開催に伴う受講者への連絡事項  

1673 H23.3.4 平成23年度総務大臣表彰受賞候補者の推薦について  

  H23.3.4 ﾕｷﾏｻくんﾉﾍﾞﾙﾃｨｸﾞｯｽﾞ販売のご案内  

1661 H23.3.4 平成22年度法定業務研修Ｂ類テキスト利用料について  

1662 H23.3.4 平成22年度司法研修の助成金と法定業務研修の補助金の支給について  

事務連絡 H23.3.9 日本行政５月号 公式行事掲載希望締切日のお知らせ  

1695 H23.3.9 常任理事会の議事録について（1/20）  

1638 H23.3.9 平成22年度3月分会費納入について  

1707 H23.3.14 
東北地方太平洋沖地震に伴う直近の日行連会議・研修会当の開催中

止について→3/14～28開催分 
 

緊急連絡 H23.3.14 地震災害状況の報告のお願い  

  H23.3.14 震災にあたっての日行連会長メッセージ  

1697 H23.3.14 平成23年度定時総会開催日程について（報告依頼）6/23,24  

1700 H23.3.14 
登録印紙の廃止及び成年後見登記に係る手数料額の変更（引下げ）

予定の周知について 
 

栃木県行政書士会カレンダー（５月） 

日行連だより 
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1709 H23.3.17 平成22年度成年後見研修のDVDの送付について  

1710 H23.3.17 被災状況や対策の報告及び日行連への要望等について  

1715 H23.3.17 職務上請求書の平成23年度頒布における頒布価格等について  

1720 H23.3.23 登録手数料請求書兼登録交付金案内書  

1723 H23.3.23 東北地方太平洋沖地 被災単位会・会員への義援金の募集について  

1724 H23.3.23 東北地方太平洋沖地震伴う出入国管理行政の特例措置要望について  

1728 H23.3.23 

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） 

 

1730 H23.3.23 所在不明会員の調査に係る各単位会間での協力について(お願い）  

1731 H23.3.23 単位会移動を伴う行政書士法人社員への変更登録について  

1732 H23.3.23 
申請取次実務研修会(3/17東京)中止に伴う受講申込者に対する対

応について 
 

1739 H23.3.23 
平成22年度ADR機関認証申請研修(3月研修)の中止に伴う交通機

関、宿泊施設等のキャンセル料金の精算について(お願い) 
 

1740 H23.3.23 平成22年度知的資産実務研修のDVDの送付について  

1746 H23.3.23 
第６１回”社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、立ち直

りを支える地域のチカラ～に対する協力について（依頼） 
 

1749 H23.3.23 

東北地方太平洋沖地震の発生に際し日行連がとりまとめる義援金に

係る税務上の取扱い及び会員への周知文書の一部修正について（お

知らせ） 

 

1752 H23.3.23 平成22年度知的資産実務研修講義内容に関する一部訂正について  

  H23.3.25 月間日本行政４月号の発送について  

  H23.3.25 平成23年度職務上請求書の発送について  

  H23.3.25 【参考】地震対応情報トピック（3.24付)  

  H23.3.25 【参考】地震対応情報トピック（3.23付)  

1615 H23.3.25 監察読本の送付について  

1748 H23.3.25 「月間日本行政」2月号(№459）の返送分宛名調査について  

1756 H23.3.25 特殊車両通行許可申請に係る周知依頼について  

1760 H23.3.25 
「ベーシックラーニング＠ロースクール」の終了に伴う受講料金の

減額等について（お願い） 
 

1763 H23.3.25 震災による物流障害と登録関係書類の送付について（お願い）  

1765 H23.3.25 
東北地方太平洋沖地震に伴う所有公益事業用建物等の修復に係る寄

附金募集の可能性の有無について（照会） 
 

  H23.3.30 立命館大学中森准教授の異動について  

事務連絡 H23.3.30 平成22年度事務連絡費等の送金について  

1786 H23.3.30 
申請取次実務研修会（3/17東京）中止に伴う受講申込者に対する対

応について（至急のお願い） 
 

1793 H23.3.30 
東北地方太平洋沖地震による被災の助成に係る書面による理事会の

議決について（報告） 
 

1795 H23.3.30 

「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常

災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」に関する

申入れについて（報告） 

 

1800 H23.3.31 平成22年度報酬額統計調査の結果報告について  
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この度の地震に伴うお知らせです。 
  お知らせ内容は、随時栃木県行政書士会ホームページ会員専用トピックスに掲載していきます。 
  
 【計画停電について】 
   栃木県行政書士会館の計画停電は第３グループです。 
   停電時間中は、電話、FAX、サーバー等が不通になり、webグループウェア、メールも使用でき 

なくなります。 
   事務局は通常どおり業務をしております。 
 
 【研修会の開催予定について】 
   ◇ 3/15(火) 基礎講座（農地法）→中止（延期、実施時期等については未定） 

 
   ◇ 3/16(水) ＡＤＲ法務研修  →延期 4/22(金) 

 
   ◇ 3/17(木) 産廃法改正研修  →中止 
    受講を申し込まれていた方には資料を郵送いたしました。 
   この資料は以下から、ダウンロードすることができます。 

    栃木県行政書士会ホームページ「会員専用」→「各種データ」→「研修資料等」 
    また、掲載データのパンフ・リーフレットについては事務局窓口に実物がありますので、 

ご自由にお持ち下さい。（数に限りがあります） 
 

 
 

 
 
 
栃木県行政書士会届出済証明書をお持ちの会員につきましては、毎週火曜日及び毎週木曜日に取次申請の

予約により、待ち時間を少なくして優先的に申請の受理を行っています。 
しかしながら、３月１１日（金）に発生いたしました東北地方太平洋沖大震災の影響により、再入国申請

を求める外国の方が入国管理局に殺到しているため、これまでのような優先的な対応ができない状況にあり

ます。つきましては、当面の間は、取次申請の予約を一時中断することになりました。 
 
 

 
 
 
廃棄物の処理法及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）の一部改正等に伴い、標記要綱を改

正し、平成２３年４月１日から適用されますので、お知らせいたします。 
 詳細につきましては、栃木県行政書士会会員専用ページのトピックスに資料を掲載していますので、ご参

照下さい。 
 
 
 
 

地震に伴う事務連絡  

取次申請予約の一時中断について
～東京入国管理局審査管理部門より～ 

「栃木県県外産業廃棄物の最終処分に関する指導要綱」の改正 
について          ～栃木県環境森林部廃棄物対策課より～ 

行連
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今般、（独）日本高速道路保有・返済債務機構より、運送事業者の特殊車両通行許可における運行許可ル

ート及び積載物の限度値等の違反防止に係る周知依頼がありました。（※別添参照）  

特殊車両通行許可申請については、多くの運送事業者が行政書士に書類作成から申請までを依頼している

実態があることから、書類作成段階で、行政書士から運送事業者に対して、主に以下２点の確認作業を行う

ことで違反車両の減少につながる効果が期待されております。  

＜確認事項＞  

①運行許可ルート・実際の通行ルートの確認。  

②積載物が許可時の限度値内であるかの確認。  

なお、日行連ホームページでも会員ページを活用して同電子データを掲載いたしますので、ご承知おき願

います。 

 

＜別添資料＞ ※栃木県行政書士会会員専用ページのトピックスに掲載しています。 

・「特殊車両の通行許可申請時の更なるご配慮について」  

《平成２３年３月２日付・（独）日本高速道路保有・債務返済機構》  

・「特殊車両の通行許可－行政書士のみなさまへのお願い－」（リーフレット）  

 
 

 
 
 
 
平成２３年３月２４日におきまして、都市計画法第３４条第１１号の規定に基づく開発行為の許可基準に

関する条例を一部改正がされましたことをお知らせいたします。 

これに伴い、宇都宮市開発行為等審基基準の表記について、下記のとおり改正となりました。 

なお、改正した開発許可基準につきましては、平成２４年４月１日からの運用開始となります。 

 改正条例は下記のとおりです。 

 その他の詳細につきましては、栃木県行政書士会会員専用ページのトピックスに資料を掲載していますの

で、ご参照下さい。 
 

記 

 

都市計画法第３４条第１１号の規定に基づく開発行為の許可基準に関する条例の 

一部を改正する条例 

 

都市計画法第３４条第１１号の規定に基づく開発行為の許可基準に関する条例（平成１５年条例第３５号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第１号中「建築物（」を「予定建築物及び平成２４年１月１日において現に存する建築物（」に改

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この条例の適用の日前になされた申請に係る開発行為の許可基準については、なお従前の例による。 

 

特殊車両通行許可申請に係る周知依頼について
～日行連より～ 

宇都宮市開発許可基準の改正について 
      ～宇都宮市都市整備部都市計画課より～  
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標記の件につきまして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い創設された優良産廃処理業

者認定制度に係る事務取扱要領を別添のとおり制定し、産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価基準

適合確認に係る事務取扱要領（旧制度）が廃止になりましたので、お知らせします。 

 

記 

１ 添付資料 

（１） 優良産廃処理業者認定制度に係る事務取扱要領 

（２） 附則様式及び様式第１号 

（３） 優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル（環境省） 

２ 適用時期について 

平成２３年４月１日から適用。 

  
別添資料につきましては、栃木県行政書士会会員専用ページのトピックスに掲載していますので、ご参照

下さい。 
 
 

 
 
 
 
標記の件につきまして、国土交通省総合政策局建設業課長から、建設業法上、浄化槽及び建設リサイクル

法上の特例措置が実施される旨の通知がありましたので、お知らせいたします。 
この特例措置に関する県の事務取扱については、今後、県ホームページ等に掲載して周知する予定です。 

記 
１ 特例措置の概要 
（１） 行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置（権利利益保全法第３条関係）に基づき、平成

２３年３月１１日以後に満了する許可等の有効期間が平成２３年８月３１日に延長されました。 
（２） 期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置（権利利益保全法第４条関係）に基づき、

平成２３年３月１１日以後に法令に規定する履行期限が到来する義務（変更の届出義務等）が履行

できなかった場合であっても、それが震災によるものであることが認められたときには、平成２３

年６月３０日までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われません。 
２ 特定被災地域について 
 栃木県内において対象となる区域は以下のとおりです。（平成２３年３月２３日現在）。 
 
 
 
 
※ 特定被災地域については、厚生労働省記者発表資料「平成２３年（２０１１）東北地方太平洋沖地震

にかかる災害救助法の適用について」をご覧下さい。 
 
その他の資料につきましては、栃木県行政書士会会員専用ページのトピックスに掲載していますので、ご

参照下さい。 
 

 

優良産廃処理業者認定制度に係る事務取扱要領の制定及び産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る

評価基準適合確認に係る事務取扱要領の廃止について  ～栃木県環境森林部廃棄物対策課より～ 

東北地方太平洋沖地震による災害の発生に伴う建設業法上等の 
特例措置について            ～栃木県県土整備部より～ 

行連

宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須烏山市、さくら市、那須塩原市、芳賀郡益子町、

芳賀郡茂木町、芳賀郡市貝町、芳賀郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、那須郡那珂川町の１

５市町 
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」（平成２２年５月１９日公布・法律第３４

号）が、本年４月１日付で施行されました。  

つきましては、下記のとおり環境省ＨＰに関連資料が掲載されておりますので、ご案内いたします。 
 

記 

●「平成２２年改正廃棄物処理法について」  

（法律・政令・省令・通知・事務連絡・その他）  

http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/index.html(環境省HP)  

 
 
 

 
 
 
 
廃棄物処理法施行令が改正され、産業廃棄物収集運搬業（積替保管なし）許可については、原則として県

知事が行うこととされました。 
今回の廃棄物処理法施行令の改正に伴う産業廃棄物収集運搬業許可合理化による許可証の書き換えの取扱

について、お知らせします。 
 

１ 許可証の書換 
改正廃棄物処理法施行令の施行前に既に本件許可を得ている業者は、施行後においても現行許可証が有効

です。 
特に宇都宮市において積替保管を行う場合及び宇都宮市許可品目が県許可品目を全て包含しない場合以外

は、宇都宮市内も県許可により当該業を行うことが可能です。 
しかし、現行県許可証では、営業の区域について宇都宮市を除く旨の記載をしていることから変更を求め

る場合は、許可証記載の取扱窓口に申出書を提出する必要がございます。 
なお、申出にあたっては、原則として産業廃棄物処理業変更届出の様式を使用して下さい。 

２ 添付書類 
上記申出に係る添付書類は、次のとおりです。 
（１） 栃木県知事の産業廃棄物収集運搬業許可証 
（２） 平成２３年３月３１日現在の宇都宮市長の産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

３ 対応開始期日 
 平成２３年４月１日 
 

 
 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」の 
施行について                 ～日行連より～ 

行連

廃棄物処理法施行令の改正に伴う産業廃棄物収集運搬業許可合理化による許
可証の書換えについて        ～栃木県環境森林部廃棄物対策課より～ 

行連
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様式第十一号（第十条の十関係）   記載例  

 

産業廃棄物処理業変更届出書 

 

平成２３年××月○○日

 栃木県知事 福田 富一 様 

 

届出者 

〒320-8501 

住
ふ り

 所
が な

 栃木県
と ち ぎ け ん

宇都宮市
う つ の み や し

塙田
はなわだ

１丁目
１ ち ょ う め

１番２０号
１ ば ん ２ ０ ご う

 

氏
ふ り

 名
が な

 栃木
と ち ぎ

県庁
けんちょう

運送
うんそう

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

 栃木
と ち ぎ

 太郎
た ろ う

 〔印〕 

（法人にあっては，名称及び代表者の氏名） 

電話番号 ０２８（６２３）３１５４  

ＦＡＸ  ０２８（６２３）３１１３ 

 

 平成××年○○月△△日付け第 009XXXXXXX 号で許可を受けた産業廃棄物処理業に係る以下の事項に

ついて廃止（変更）したので，廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条の２第３項において準用す

る同法第 7条の２第３項の規定により，関係書類等を添えて届け出ます。 

 新 旧 

廃止した事業又

は変更した事項

の内容（規則第

10条の10第 1項

第 2号に掲げる

事項を除く。） 

  

変更した事項の内容（規則第 10 条の 10 第 1 項第 2号に掲げる事項） 

 
（ふりがな） 

氏 名 

生 年 月 日 本               籍 

役職名・呼称 住               所 

   

  

   

  

   

  

廃止又は変更の理由 
 政令改正に伴う書換えのため。 

備考 

 １ この届出書は，廃止又は変更の日から 10 日以内に提出すること。 

 ２ 各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは，同欄に「別紙のとおり」と記

載し，この様式の例により作成した書面を添付すること｡ 

 

印鑑証

明され

た印鑑

で押印

許可証のとおりに記入 

許可証のとおりに記入

提出日を記入

平成２３年３月３１日現在の

宇都宮市許可証の写しと 

県許可証を添付。 



 

産業廃棄物収集運搬業（積替えなし）

の許可が合理化されます！ 
 

平成２３年３月 栃木県環境森林部廃棄物対策課 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年９月２３日政令第３００号）が

改正され、平成２３年４月１日から、産業廃棄物収集運搬業（積替えなし）及び特別管理

産業廃棄物収集運搬業（積替えなし）（以下、「（特別管理）産業廃棄物収集運搬業（積替え

なし）」という。）の許可が次のとおり合理化されることとなりました。 

 

１ 合理化の概要 

  これまでは、（特別管理）産業廃棄物の積込み・荷卸しを行う場所を所管する栃木県知

事及び宇都宮市長の許可がそれぞれ必要でしたが、平成２３年４月１日から、栃木県知

事の許可のみで、宇都宮市内を含む県内全域で収集運搬業を行うことができます。 

 

【宇都宮市内を含む栃木県内全域で積込み・荷卸しを行う場合に必要な許可】 

 改正前 栃木県知事及び宇都宮市長の２つの許可 

 

 

 

 改正後 栃木県知事の１つの許可 

 平成２３年４月１日以前に県知事の許可を取得している（特別管理）産業廃棄物

収集運搬業者（積替えなし）は、平成２３年４月１日以降は、品目等県許可の事業

の範囲内で、宇都宮市内を含む県内全域において業を行うことができます。 

   なお、宇都宮市内で積替え保管を行う場合は、宇都宮市長の許可が必要です。 

 

 

２ 平成２３年４月１日以降の（特別管理）産業廃棄物収集運搬業（積替えなし）の新規

許可申請先 

 平成２３年４月１日以降、栃木県内で新たに（特別管理）産業廃棄物収集運搬業（積

替えなし）を行う場合の許可申請先は次のとおりです。 

 

 宇都宮市内のみで業を行う場合：宇都宮市 

 上記以外：栃木県（申請先は、７ 問い合わせ先を参照してください。） 

 

 なお、宇都宮市長の許可を取得した後、宇都宮市以外の栃木県内で積込み・荷卸しを

行う場合は、県知事の許可が必要です。 

masa
テキストボックス
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３ 既存の収集運搬業者が従来どおりの業を行うためには 

 既に栃木県知事または宇都宮市長の許可を取得している収集運搬業者の方が従前どお

りの業を行うために必要な手続は、次の判断チャートで判定してください。 

                      スタート 

                                 

           はい     県の許可を有しているか   いいえ 

 

 県と宇都宮市の      はい 

 許可品目は同一か   

 

      いいえ 

 県の許可は宇都宮市    はい 

 の許可品目をすべて 

 包含しているか 

 

      いいえ 

 宇都宮市の許可は県    いいえ 

 の許可品目をすべて 

 包含しているか 

 

      はい 

 従来どおりの営業を   従来どおりの営業を   手続き不要    手続き不要 

 行う場合は、宇都宮市  行う場合は、宇都宮市  （※４） 

 の許可期限までに    の許可期限までに    県の許可の    宇都宮市内 

 足りない品目の追加   足りない品目の追加   内容で県内    のみで 

について県知事の    について県知事の    全域での     営業可 

変更許可が必要     変更許可が必要     営業可 

（※１、※２）     （※１、※３） 

 

※１ 県の新規又は変更許可を取得した時点で宇都宮市長の許可は失効します。 

※２ 宇都宮市内に係る委託契約書に用いる許可証は、市長の許可証となります。 

※３ 宇都宮市内に係る委託契約書に用いる許可証は、市長の許可品目については市

長の許可証となり、市長の許可品目以外の県知事の許可品目については県知事の

許可証となります。 

※４ 平成２３年４月１日時点で宇都宮市長の許可は失効します。 

※５ 宇都宮市長の積替えありの許可を有している場合は、許可の合理化の対象外と

なり、手続き不要です。 
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４ 経過措置 

 （特別管理）産業廃棄物収集運搬業（積替えなし）の合理化に伴い、既に栃木県知事、

宇都宮市長の許可を取得している収集運搬業者に対して、平成２３年４月１日時点で取

得している許可の期限までは、その許可の効果を継続させることとする経過措置が定め

られました。 

 

   経過措置の例  

 栃木県と宇都宮市の許可はあるが、県の許可品目が市のそれより少ないため、

県の許可に足りない品目を追加する変更許可を取得する場合 

 

は許可が有効であること、  は許可が失効したことを示します。 

 

        H23.4.1 施行日 

  栃木県許可            

 

 

  宇都宮市許可 

 

 

 

注意事項 

 県の許可がある場合でも、宇都宮市内で新たに積替え保管施設を設置する場合に

は、宇都宮市長の許可を取得する必要があります。 

 

５ 許可証の書換え 

 平成２３年４月１日時点で栃木県知事の許可を取得している収集運搬業者の方は、現

行の栃木県知事の許可証が今後も有効です。 

しかし、許可の合理化により現在の栃木県知事許可証が宇都宮市内においても有効と

なる場合があります。現行の県許可証では、「営業の区域は宇都宮市を除く栃木県の区域」

と記載されているため、申出により許可証の書換えを行います。 

（１） 申出書    産業廃棄物処理業変更届（様式第１１号） 

        変更の理由：「政令改正に伴う書換えのため」と記入 

（２） 添付書類   栃木県産業廃棄物収集運搬業許可証 

平成２３年３月３１日現在の宇都宮市産業廃棄物収集運搬業許可証

の写し 

（３）申出先     ７ 問い合わせ先のとおり 

（４）受付開始    平成２３年４月１日 

 

  なお、宇都宮市長の積替えありの許可を有している場合及び宇都宮市長の許可が県許

可品目をすべて包含している場合は、許可証の書換えの対象外です。 

栃木県 

変更許可取得 

県の変更許可を取得した時点

で市の許可は失効 

変更後は県の許可で宇都宮

市域を含め業が可能 

masa
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６ 申請手数料 

 

申請手数料 産業廃棄物 特別管理産業廃棄物 

新規許可 ８１，０００円 ８１，０００円 

変更許可 ７１，０００円 ７２，０００円 

更新許可 ７３，０００円 ７４，０００円 

 

申請時期に関する注意事項 

  経過措置により、宇都宮市長の許可内容は、許可期限まで継続します。しか

し、栃木県の許可を取得する場合は、標準処理期間（６０日間）を考慮して早

めに県に申請してください。 

 

７ 問い合わせ先 

所管事務所等 住所、電話番号 所管区域 

県西環境森林事務所 

環境部 環境対策課 

〒321-1263 日光市瀬川 51-9 

TEL０２８８－２３－１０００ 

鹿沼市、日光市、西方町 

県東環境森林事務所 

環境部 環境対策課 

〒321-4325 真岡市田町 1568 

TEL０２８５－８１－９００２ 

真岡市、上三川町、益子町、 

茂木町、市貝町、芳賀町 

県北環境森林事務所 

環境部 環境対策課 

〒324-0056 大田原市中央 1-9-9 

TEL０２８７－２２－２２７７ 

大田原市、矢板市、那須塩原市、

さくら市、那須烏山市、塩谷町、

高根沢町、那須町、那珂川町 

県南環境森林事務所 

環境部 環境対策課 

〒327-8503 佐野市堀米町 607 

TEL０２８３－２３－４４４５ 

足利市、佐野市 

小山環境管理事務所 

環境対策課 

〒323-0811 小山市犬塚 3-1-1 

TEL０２８５－２２－４３０９ 

栃木市、小山市、下野市、 

壬生町、野木町、岩舟町 

廃棄物対策課 

産業廃棄物対策室 

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 

TEL０２８－６２３－３１５４ 

宇都宮市 

県外 

宇都宮市の許可は、宇都宮市環境部廃棄物対策課（TEL028-632-2928）へお問い合わせください。 
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まだ３月１１日の東日本大震災のニュースが

途切れることのないというより、福島原発事故の

問題等騒がれる中、小山支部の細野大樹会員を訪

問しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名 細野 大樹（ほその だいき） 

事務所 小山市中央町１－２－３ 

         メゾン城山５０５号 

登録日 平成２２年４月２日 

 

 思川のほとりにあるマンションの５階を訪ねて

みると、眼下の公園や遊歩道がまるで庭のように

見えました（多分小山の花火観賞は最高でしょう）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昭和４９年生まれで昨年４月に入会し、それま

で働いていた父上の事業から離れ、独立開業され

ました。 

 

関   行政書士になろうと思ったのは？ 

細野  他の資格を取ったのと、子供が生まれた

のがきっかけになりました。 

関   お父様の反対はなかったんですか？ 

細野  三兄弟の長男ですが、弟たちが父を手伝

っていますので…。 

関   それでは主に、どんな仕事をされている

のですか？ 

細野  相続や離婚・定款作成・自動車登録など

です。 

そうそう、嫁（奥様）が、［夫婦カウンセ

ラー］という資格を取りまして、離婚協

議書の作成など助けられています。 

関   奥様の協力で二人三脚でいいですね。 

    ご自身はどんな行政書士をめざされてい

るのでしょうか？ 

細野  知識と経験を積み重ねてオールマイティ 

な仕事をし、将来は法人化したいと考え    

ています。 

関   楽をして・・・というタイプとは違って、     

常に勉強しなければなりませんね。 

    （でもしっかりと落ち着いた口調、会へ

の協力心も覗えて頼もしく感じました） 

    ところで趣味は？ 

細野  今は子供も小さいので…。でも読書が大

好きで、実家には数千冊の蔵書がありま

す。映画鑑賞なども好きです。 

関   最後に是非伝えたいメッセージなどあり    

ましたら。 

細野  新入会員の方、「是非あきらめずに、希望

を持って頑張ってください。」 

 

関   話は変わりますが、今こんな状況（当県

に震災や津波の被災者が避難してきてい

る）の中で、私達はどうしたらいいと思

います？ 

細野  支援のための、支部会員の有志を募りま

しょうか？ 

 

 本当に、若い会員が頑張ってくれると嬉しいも

のですね。若人の思考力・行動力に期待します。 

 

（広報部長 関 比佐江） 

おじゃましま～す！ おじゃましま～す！ 会員事務所訪問コーナー 
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 宇都宮南部地域の拠点として宇都宮市が平成１

９年より整備を進めてきたＪＲ雀宮駅が、大規模

な工事を終え、３月２６日新たな顔で登場、市民

の利用が始まった。 

雀宮駅はＪＲ宇都宮線の宇都宮駅から南に一

駅。通勤快速や、新宿を経由する湘南新宿ライン

の運行により、都内への通勤通学等の利用客が多

い駅だ。 

また、雀宮駅

の東方面「イン

ターパーク」で

は、北関東自動

車道、新四号線、

宇都宮環状線が

交わり、その交

通網の利便性か

ら、福田屋イン

ターパーク店やジョイフル本田をはじめとした大

型ショッピングモールが相次ぎ開業し、盛況を極

めている。このため、宇都宮市南部は、わずか７、

８年の間に人や交通の流れが激変した。地域の活

性化に伴い住環境も整ったことで、宇都宮南部は

今や宇都宮を代表する人気エリアとなった。 

雀宮駅はこうした「人気地域」の最寄り駅とし

ての機能が求められるようになった。 

活性化は同時に問題も生じさせる。駅は、朝夕

の通勤通学の時間帯は送迎車や自転車などで狭い

駅前が混み合い、大きな問題となっていた。 

 都市基盤の充実を図るためには、大規模な駅の

改築が必要とされていたのだ。 

 

 新しくなった

雀宮駅はエント

ランスがガラス

張り、吹き抜け

となっていて、

２階改札口付近

からも電車の通

過が見える。西

口東口ともエレベーター、エスカレーターを設置

し、多機能トイレや障害者用駐車スペースを備え

た、ユニバーサルデザインの都市型施設となった。 

東西をつなぐ自由道路は自然を感じさせる白、

緑、茶の明るい配色のスロープだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 東口駅前広場にはタクシープールや一般車乗降

場のほか、市営駐車場（１８０台収容）・駐輪場（４

５０台収容）など、駅利用者を配慮したものとな

った。 

 駐輪場の管理人さんは、「すでに何人もの人が契

約をされている。一時利用でも４時間無料です。

市内中央部で食事をしても充分間にあうのでお勧

めですよ」と笑顔で語った。 

 駅の前には道路を隔てて、第三図書館（仮称、

７月開所）や宇都宮工業高校（９月開校）の建設

が進んでおり完成が待たれる。４月からは西口広

場の整備も始まる。 

新年度がスタートした。明るい駅舎に元気づけ

られた人々の集う未来都市の完成を期待したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０００年に一度、という未曾有の大震災を受

け、オープン記念式典も中止となるなど、「先の見

えない困難」のただ中ではあるが、未来に向かっ

て創られた新駅舎の人々の絶えざる流れに希望を

見いだしたい。 

    （支局長 遠藤美代子） 

 

希望を創る新たな交通拠点へ 

宇都宮市南部の顔～新雀宮駅オープン～ 
支局かわら版

宇都宮支部
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東北地方を中心に、国内観測史上最大のマグニ

チュード９．０を記録した「東日本太平洋沖地震」。

被害を受けられた被災者の皆さまに心よりお見舞

い申し上げ、現在懸命の救援活動に取り組まれて

いる方々へ深く感謝いたします。 
平成２３年３月１１日午後２時４６分、ぐらぐ

らっとした横揺れを感じ、パソコンを打つ手を休

めて、またいつもの地震かと静観していた私は、

あまりにも長く続く横揺れと本棚が倒れる音に、

いまだかつてない恐怖を感じ、思わず事務所の外

へ駆け出した。 
地面が立っていられないほどゆらゆら動き、県

道沿いの車が前後に浮き上がるように揺れている

のが見えた。どれぐらいの時間だったろうか、職

場の同僚と肩を抱き合いながら、ビルの駐車場で

みな呆然としていた。 
 今年の春は私にとって特別なものとなるはずだ

った。長女の保育所修了・小学校入学、新築した

自宅への引越し。この「木もれび」の記事も晴れ

やかな気持ちで書き上げる予定であった。しかし、

保育所のホールの天井が落ち、新居も内装の石膏 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ボードにひびが入り、全て延期となった。落胆す

ることも多々あるが、テレビの映像で津波の被害

や原発の様子をみると、生きているだけで幸せな

んだと改めて実感する。 
今もなお、余震や計画停電、さらには福島第一

原発の相次ぐ放射能汚染の問題が、私たちの生活

に大きな影響を及ぼしている。恐らくこの東日本

大震災は、戦後日本最大の国難となるだろう。い

ま私たちにできることは何だろうか。節電や寄付、

買い占めをしないなどいろいろあるけれど、今こ

そ自分の持っている能力、資金、知恵を駆使して、

自分にできることを最大限の範囲で行っていく、

それが私たちに唯一できることではないだろうか。

そして、それは今だけではなく、長期戦になるで

あろう復旧・復興に向け、息の長いものでなくて

はならない。自分のためにはなかなか頑張れない

けれど、人のためには頑張れるものである。答え

はすぐには見つからないけれど、私たち一人ひと

りがそれを考えていくことが、今一番必要なこと

かもしれない。 
（小山支局長 作道みゆき） 
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伊伊達達直直人人とと高高原原由由紀紀  

伊達な音、伊達直人、タイガーマスク、孤

児院（児童養護施設・児童相談所）、そしてラ

ンドセル。このキーワードから連想されるの

は、群馬県から始まり全国的に広がった運動

（？）です。この件については深読みなどし

ないで、善意の運動の連鎖だと素直に受け止

めることにします。劇画「タイガーマスク」

の中で主人公「伊達直人」が両手にあふれん

ばかりに抱えるリボンで飾られた箱たちは魅

力的です。中に入っているプレゼントを想像

したくなります。ランドセルの入った箱たち

が置かれていた映像も、このイメージを裏切

ることなく、夢がつまっていてス・テ・キで

した。あの真心を具体化したプレゼントの箱

たち……。 

梶原一騎先生原作の「タイガーマスク」の

主人公である「伊達直人」が孤児院（ちびっ

こハウス）出身ということはすっかり有名に

なりましたが、梶原先生原作の有名な劇画に

登場します、もう１人孤児院出身者をご存知

ですか。それ人は、劇画「愛と誠」で愛（早

乙女愛）と誠（大賀誠）の敵役である「影の

大番長」こと「高原由紀」です。なぜ話を「タ

イガーマスク」から「愛と誠」に振ったかと

言いますと、私が昨年「愛と誠」の５枚組み

のＤＶＤを購入したからに他なりません。こ

の作品は、ＴＶ映画版で昭和４９年１０月か

ら翌年３月まで東京１２チャンネル（当時）

で全２６話放送されたものです。「愛と誠」の

素晴らしさをお知らせしたいと思っていた矢

先のこの「タイガーマスク」ブームは、まさ

に渡りに舟ということです。渡らしていただ

きます。 

「高原由紀」は、「悪の花園」という異名を

持つ「花園実業高校（新宿歌舞伎町を連想す

る繁華街にあり、学生にしめる不良の割合が

異常に高い学校）」の不良グループを「影」で

操る「大番長」です。ただの「番長」ではな

くて「大」番長です。ただの「大番長」では

なくて「影の」大番長です。「悪の花園」の「真

の支配者」です。（各話のサブタイトルの「悪

の花園」「影の大番長」「大番長の罠」「スペシ

ャル・リンチ」「大番長の行方」だけで胸騒ぎ

が……）。この高原由紀を演じている女優さん

の名前は「高原由紀」です。映画版の早乙女

愛役でデビューした女優が芸名をそのまま

「早乙女愛」にしたのと同じなのでしょうか。

私の記憶によりますと映画版の高原由紀役は

多岐川裕美さんでした。テレビ映画版の早乙

女愛役は池上喜美子さんで、太賀誠役は夏夕

介さんです。夏さんと早乙女さんは昨年まだ

若いのに亡くなられてしまいました、合掌。 

高原由紀の必殺技は百発百中の投げナイフ

で、その小型ナイフはツルゲーネフの「初恋」

（ハードカバーの文学全集）のページをくり

ぬいたスペースに何本もかくしてあり、いざ

というときは、ページをめくり、ナイフを取

り出し次々と投げつけるのです。そのショー

トカットでクールなルックスがカッコよくて

ス・テ・キ。相手を肉体的には傷つけること

なく（血を見ることなく）、投げナイフの恐怖

で精神的に再起不能にしてしまうのです（音

で表現してみますと、〝スパ・パ・パ・パ〟

で〝ワーッ〟で〝ギャー〟です）。 

必殺投げナイフで不覚をとり、さらに屈辱

にまみれた由紀が誠との最後の戦いで、両手

の自由を奪い吊るし上げられ、バンドでムチ

打たれ（その名も「バンドしぶき」という）、

そのキズ口に塩を塗りこまれ（その名も「浪

の花」という）、さらにバンドしぶきを浴びせ

られながらも（これが、「スペシャル・リンチ」

だ）、早乙女愛への交代を申し出なかった誠に

対して、由紀は自分の過去（孤児院出身だと

いうこと）を告白し、ついに「影の大番長」

は「愛」と「誠」に敗北を認めました（誠を

ムチ打ちながら自分の心がムチ打たれた）。 

やや唐突でしたが、この降って沸いたよう

な「伊達直人」ブームに便乗して、クールで

ス・テ・キな「高原由紀」について皆さんに

お伝えすることができました（伝わりました

か？）。目出度し、目出度し。 

（足利支部 杵渕 徹） 
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 平成２３年３月２４日、行政書士会館において、

総務部主催、平成２２年度登録事前相談会が開催

された。 

 毎年１月の試験合格発表後からこの時期にかけ

て、行政書士登録を考えている方からの登録、開

業に関する質問や相談が事務局や各会員事務所に

多数寄せられることから、昨年度に引き続き、参

加者からの質問に開業行政書士が回答する形式で

行われた。 

 今回は１４名（試験合格者８名、公務員歴資格

者６名）の参加があり、登録、開業を前に様々な

質問が寄せられた。以下、主な質問内容を紹介す

る。 

 

○開業の際の営業活動について 

○報酬額の決め方 

○研修会について（頻度、費用、登録前の参加

の可否、支部研修会に他支部の会員も参加で

きるかなど） 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

日 時  平成２３年５月１７日（火） 
             午前１１時～ 

場 所  護国会館 １Ｆ 高砂殿 
  宇都宮市陽西町 １－３７  

       TEL ０２８－６２２－３１８０ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
○実務の覚え方について 

○他士業や他の行政書士会員との連携につい

て 

○開業後、当面の生活のため、今勤務している

会社で働くことについて 

○開業当初の失敗談 

 

これから登録・開業を考えている方にとって、

「この資格で仕事があるのか、また、生活して行

けるのか」ということが一番の関心事であると思

う。 

相談会において、上記の質問に対して納得のい

く回答ができたか否か、いささか不安を残しつつ

も、当日、一緒に担当した総務部副部長 岸清美

先生の適切な回答、助言にも助けられ、何とか相

談会を終了することができた。 

今回参加された方が、この相談会を契機にひと

りでも多く入会されることを願う。 

（総務部 永島正志） 

栃木県行政書士会 

平平成成２２２２年年度度「「登登録録事事前前相相談談会会」」開開催催  

 平平成成２２３３年年度度  

  栃栃木木県県行行政政書書士士会会定定期期総総会会  
  日日本本行行政政書書士士政政治治連連盟盟栃栃木木会会定定期期大大会会  

護国会館 
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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

5／12 
行政書士基礎講座 第２回 

「はじめての会社法」 
無料 5/6  － － 

5／20 
ＡＤＲ調停人養成ＰＧ 

家族法研修 実践編４ 
無料 5/16  － － 

 

支部名  
氏 名

 

ＦＡＸ  

 

募 集 

行政書士基礎講座 第２回                    業務研修部主催 

○ 開催日時 
平成23年 5月 12日（木）13：30～ 

○開催場所 

栃木県行政書士会館２階 
○ 研修項目および講師 

「はじめての会社法」（行政書士 横山 真） 

ＡＤＲ調停人養成ＰＧ 家族法研修 実践編４（全６回）  ADR特別委員会主催

○開催日時 

平成23年 5月 20日（金）13：30～17：00 

○開催場所 

栃木県行政書士会館２階 

○研修内容 
震災の影響で第３回が延期となりました。したがって、今回が第４回となります。実践編①

～③の回と同様、ケースメソッド型の家族紛争事件論点抽出訓練をします。行政書士業務の通

常の法律相談にも役立つのでぜひご参加下さい。予定範囲は、第２部各論 第１３章 相続人～

１６章 相続財産の管理までです。 
○講  師 

専門業務指導員 行政書士 久我 臣仁 

○テキスト 

「実務家族法講義」（H18 年発行）発行 民事法研究会（税込 4,725 円） 
まだ、購入されていない方は各自ご用意ください。 
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＜支部＞  ＜氏 名＞ 
小 山 関 比佐江 
那 須 大柿  榮 
栃 木 吉見 英人 
佐 野 遠藤 一則 
宇都宮 青木紀一郎 
那 須 冨田 倫子 
宇都宮 星野 昌弘 
那 須 小沼 忠男 
塩 那 植木 智美 
日 光 小栁  洋 
宇都宮 屋代 正道 
足 利 茂木 信一 
足 利 赤坂善太郎 
宇都宮 平野保太郎 
栃 木 石塚 悦夫 
宇都宮 池田 久男 
宇都宮 大滝 達穂 
栃 木 佐山  隆 
鹿 沼 柴田  光 
小 山 岩田 伸夫 
宇都宮 堀江  都 
小 山 毛塚 昇作 
佐 野 白澤 幸治 
小 山 福田 和男 
宇都宮 小野寺 康 
宇都宮 田代 昌宏 
宇都宮 窪田 晴哉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
宇都宮 藍原 正光 
小 山 生田目安夫 
宇都宮 高村由美子 
栃 木 （匿 名） 
小 山 河合 史郎 
宇都宮 膝附 義一 
宇都宮 遠藤美代子 
足 利 岡田 幸代 
足 利 堀越  功 
栃 木 知久 新一 
宇都宮 恩田 貞成 
芳 賀 神原 邦雄 
小 山 市村 忠男 
宇都宮 保田  稔 
那 須 相馬 秀和 
佐 野 須永  威 
宇都宮 福田  仁 
宇都宮 中山 和夫 
栃 木 佐藤 勝美 
栃 木 佐藤 英樹 
芳 賀 布施 智宏 
小 山 軽部  武 
宇都宮 山本 昭子 
宇都宮 笹嶋 益朗 
宇都宮 清水 幸敏 
芳 賀 薄羽 愛子 
鹿 沼 石嶋 利彦 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
宇都宮 （匿 名） 
宇都宮 木村 久夫 
鹿 沼 大川 芳宏 
芳 賀 高山 俊子 
宇都宮 住吉 壮介 
宇都宮 片岡キミエ 
宇都宮 住吉 和夫 
小 山 軽部 雅博 
宇都宮 石澤 康生 
宇都宮 小林  修 
宇都宮 岸  清美 
小 山 髙橋  剛 
宇都宮 大山  信 
塩 那 長谷川久夫 
足 利 牧野  稔 
宇都宮 諏訪 利夫 
栃 木 松浦 良雄 
小 山 鴫原 孟志 
宇都宮 齋藤 順子 
鹿 沼 大貫  茂 
那 須 岡部 正治 
芳 賀 福田 俊夫 
宇都宮 久我 臣仁 
小 山 福田  守 
宇都宮 早乙女和久 
宇都宮 大鹿 幸雄 
塩 那 小泉  賢 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
宇都宮 阿久津英男 
宇都宮 平山  了 
佐 野 尾花  直 
小 山 野村  稔 
宇都宮 五月女伸夫 
宇都宮 舘野 邦夫 
鹿 沼 田島 隆雄 
小 山 稲葉 昌俊 
佐 野 内藤 正幸 
宇都宮 湯澤 正海 
栃 木 荒川  実 
宇都宮 八木  功 
宇都宮 飯塚 勝巳 
小 山 谷田部智子 
佐 野 芝口 久雄 
小 山 森谷 茲允  
佐 野 金子  武 
宇都宮 舩山 芳夫  
宇都宮 嶋崎チイ子 
栃 木 根岸 愼治 
宇都宮 阿久津真咲 
宇都宮 原   靖 
宇都宮 村田  清 
宇都宮 戸張  悟 
栃 木 福島 一男 
足 利 須永 幸道 
小 山 作道みゆき 

栃木県行政書士会 「東日本大震災義援金」 報告 
義援金額 ￥692,777 (平成23 年3 月31 日現在) 

義援金名簿（順不同 敬称略）

～ご協力ありがとうございます～ 

平成23年4月1日以降に届いた義援金につきましては、行政とちぎ５月号に掲載させていただきます。
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【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 

 那 須 
H23.3.15 

329- 

2731 
那須塩原市二つ室 57‐74 0287-39-7272  

春山 輝雄 

 那 須 
H23.3.15 

329- 

2801 
那須塩原市関谷 704 0287-35-2378  

織田 哲徳 

 

【退 会】 

支 部 氏 名 退会年月日 備 考 支 部 氏 名 退会年月日 備 考 

小 山 橋本尚二 H23.3.3 廃 業 那 須 篠原雅典 H23.3.31 廃 業 

宇都宮 飯村武雄 H23.3.31 廃 業 鹿 沼 中本藤吉 H23.3.28 廃 業 

 
【変 更】                               

支 部 氏 名 変更事項 変 更 内 容 

佐 野 関塚 博司 ＴＥＬ 0283-85-7281   

塩 那 山本 理佐 
事 務 所 

Ｔ Ｅ Ｌ 

矢板市富田 424‐16 

0287-40-0778 

宇都宮 本橋 幸男 
事 務 所 

Ｔ Ｅ Ｌ 

宇都宮市江曽島 1‐5‐16 

028-645-4780 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木県行政書士会員の動き

編

集

後

記

 

（栃木県行政書士会員の購読料は会費の中に含まれます）

（平成 23年 3月 31 日現在）

行政とちぎ４月号 №412 
発行人  栃木県行政書士会 会長 住吉和夫 
〒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 

この度の東日本大震災に多数の方が被災

した事に対し、心より御見舞申し上げるとと

もに、一日も早い復旧ができることをお祈り

申し上げます。 

（広報部担当副会長 押野 佑） 

お 願 い 
会費納入のシステム T-NET 

手続きかんたん・あなたの利用口座から 
 

＜こういう方にお勧めいたします＞是非ご利用ください。 

①現在、振込み用紙で入金されている方 
②いつも忘れて督励を受けている方 
③現在も口座振替を利用されている方 
 

 T-NET 利用者 310 名突破しました。
（3 月 31 日現在） 

 
５月 31 日（火）までに用紙をご提出いただけ

れば 7 月より引き落としＯＫ 

 

詳しくは事務局まで TEL 028-635-1411 

財務経理部より 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

引落しの方は残高不足にご注意下さい。 

なお、T-NET 申込用紙をご提出された方で、

２月末日を過ぎた方（訂正による再提出を含

む）は、今回 T-NET 経由の引落しになりませ

んことご了承下さい。次回からは T-NET 経由

になります。 

 

引落し日 

T-NET 申込の方      4 月 27 日（水）

T-NET 申込をしていない方 4月 25 日（月）
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