業務開発部副部長 福澤 一夫
東日本大震災では、地震直後から翌日の朝まで続

物販系の企業団体が

いた停電。通じない携帯電話。連絡の取れない家族

それぞれのノウハウ

との安否確認を取るため街に出れば、街中の信号は

等を活かして被災地

消え大渋滞している状況。この地震がいかに大変な

で支援活動を行って

事態を引き起こしているのかを感じた。

いる姿を見ると行政

その停電を引き起こした東京電力の原発問題によ

書士としての自分も

り地震の数日後からは母国に帰りたいという外国人

何か行なわなくては

や外国人を雇っている会社からの相談や一時帰国の

いけないのではない

ための再入国許可を取ってほしいという依頼が急増、

かと脅迫感にも似た

大混雑の入管に何度も手続に行くことになった。

感情に締付けられる。

余震が続く不安な日々のなか、テレビの義援金呼

今後復旧復興には長い時間がかかり、その各段階

掛けに直ぐに協力し、少しは支援を果たしたという

に応じたいろいろな支援が必要とされるでしょう。

気持ちでいたが、それ以外は何もしていない。これ

行政書士という職業人の自分は何をすべきでしょう

でいいのか？と考えてしまった。

か。
ただ、日常業務で付き合いのある企業から「被災

被災地及びその周辺地域では今回の大震災に対す
る無料相談とか被災車両の廃車手続をボランティア

のあった東北の会社と取引があるんだよ」
と聞くと、

で行なう等様々な活動を行っている行政書士がおり、

普段行なっている自分の仕事でも間接的にしても被

また被災地の行政書士会も被災者向けの無料相談会

災地と繋がっているのだ、
と不思議な感覚になった。

等の活動を行っているようである。

また、震災後、外国人や外国人を雇用している企業

どんな支援を希望しているのかという被災者への

からの相談は地震と原発の放射線漏れに惹起された

マスメディアのアンケートによると、金銭の支援、

問題の相談が多かったのだから、こういう日常業務

仕事再開、住宅支援希望が上位にくるらしい。それ

も震災支援になっているのかもしれない、と考えて

らを聞くと、一個人としては義援金を出し少しでも

しまう。

被災者の手に渡ればと思うし、被災地のお酒や農産

直接的な、また、何か特別な支援活動をしていな

物等を意識的に購入することにより被災地が少しで

くても普段どおりの生活を続け、普段どおり仕事を

も早く復興するためのお役に立てばと間接的支援は

する。それが、間接的なものであったとしても震災

行なってはいる。
ただ、
報道で医療系の人や物流系、

への支援になっているのかもしれません。

今 月 の 表 紙
湖沼出現？（日光市今市）
撮影 ： 広報部 関 比佐江

春は野も山も何処も花盛り。遅い雪解けの丸沼を訪ねる途
中、今市で見かけた朝霧の風景。
年に何度も通るのに、田植え前の美しい眺めに初めて気づ
き、思わず引き返す。鏡のような水面は、まるで湖か沼のよう
でしょう？
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専門業務指導員

合同会社について

横山 眞

平成１８年５月に施行された会社法（以下「法」
）により新設された合同会社の概要について述べて
行きます。
１ 会社は４類型あります
会社とは株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいい、法人とされます。
（法第２条、第３条）
株式会社の出資者である株主はその有する株式の引受価額を限度として会社債権者に責任を負いま
す。株式会社はこのように有限責任を負う株主だけで構成されます。また、その株式数に応じて利益
の配当が決まります。
合名会社は無限責任を負う出資者だけで構成される会社です。
合資会社は無限責任を負う出資者と有限責任を負う出資者で構成される会社です。
合同会社は有限責任を負う出資者だけで構成される会社です。
※有限責任と無限責任
会社の債権者に対して負わなければならない責任を出資額等の一定額を限度とするものを有限責任と
いい、その限度が無いものを無限責任といいます。

合同会社は、有限責任を負う出資者だけで構成されますが、利益配当が自由に決められるという
ところに他の会社類型と大きな違いがあります。
２ 合同会社を設立するに必要な定款
（１）合同会社を設立するには、その社員（出資者）になろうとする者が定款を作成し、その全員が
これに署名し、又は記名押印しなければなりません。
（法５７５条）
（２）定款には、次に掲げる事項を記載しなければなりません。
ア 目的
イ 商号
ウ 本店の所在地
エ 社員の氏名又は名称及び住所
オ その社員の全部を有限責任社員とする旨
カ 社員の出資の目的（有限責任社員にあっては、金銭等に限る。
）及びその価額
キ 上記のほか、この法の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他
の事項でこの法の規定に違反しないものを記載することができます。
（法５７６条、５７７条）
（ア）社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、合同会社の業務を執行し、社員が２人以上
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ある場合には、合同会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもっ
て決定する（法５９０条）となっています。出資者と経営者が一致することを原則としていま
す。しかし、定款で業務を執行する社員を定めた場合は、その社員に業務執行を委ねることに
なり、出資のみを行う社員が生じることとなります。また、業務を執行する社員が２人以上い
るときは、合同会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過
半数をもって決定されます（法５９１条）
。
（イ）社員は、会社に対し、利益の配当を請求することができますが（法６２１条）
、その分配割
合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める（法６
２２条）とありますので、 定款で分配割合を自由に定められます。合同会社を設立するにその
出資者である社員が１人であっても設立できますが、当然、社員１人では分配割合の問題が生
じる余地はありません。即ち、この分配割合を自由に定められるという合同会社の特徴を活か
せるのは、少なくとも社員が２人以上集まって合同会社を設立する場合です。
（ウ）業務を執行する社員は、合同会社を代表しますが、定款又は定款の定めに基づく社員の互
選によって、
業務を執行する社員の中から合同会社を代表する社員を定めることができます
（法
５９９条）
。
３ 合同会社の運営に関する主な規定
（１）社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に
係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければなりま
せん。
（法５７８条）無限責任を負う出資者に認められる信用や労務の出資は、有限責任を負う出
資者には認められません。
（２）合同会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します（法５７９
条）
。
（３）会社の機関設計については、原則として組織の内部自治が認められ、株式会社の取締役会や監
査役のような機関は置く必要はありません。原則として社員が自ら会社の業務執行に当たること
は、前述のとおりです。
（４）定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができま
す（法６３７条）
。株式会社の場合の定款の変更には特別決議が必要ですが、これは株主全員の同
意を求められているわけではありません。
（５）社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することが
できません（法５８５条）
。株式会社の場合は、株式の譲渡制限を設けている株式会社であっても
取締役会或いは株主総会等の承認で株式の譲渡が認められます。
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（６）新たに社員を加入させることができますが、その社員の加入は、当該社員に係る定款の変更を
した時に、その効力を生ずる（法６０４条）と規定されていますので、原則として総社員の同意
がなければ新たな社員の加入は認められません。
（７）合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類（作成した日か
ら５年以内のものに限る。
）について閲覧又は謄写の請求をすることができます（法６２５条）
。
これは会社の債権者に対する保護の規定です。
４ 合同会社と有限責任事業組合とは何が違うのか
合同会社と似た組織に有限責任事業組合がありますので簡単に触れておきます。
合同会社（日本版ＬＬＣ（Limited Liability Company）
）はこれまで述べたように会社法に規定され
る法人です。有限責任事業組合（日本版ＬＬＰ(Limited Liability Partnership) ）は有限責任事業組
合契約に関する法律により規定される組合ですが法人格を持ちません。
有限責任事業組合は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同
で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全
部を履行することによって、その効力を生ずる有限責任事業組合契約によって成立する組合をいい
ます。そして、組合契約が効力を生じたときは、２週間以内にその事業、組合の名称等々を登記し
なければなりません（有限責任事業組合契約に関する法律第２条、第３条、第５７条）
。
有限責任事業組合のポイント
（１）有限責任を負う組合員（出資者）により構成されます。
有限責任事業組合は有限責任の出資者により構成される組織ということでは合同会社と同じで
す。しかし有限責任事業組合は契約により成立する組織であり、１人では組合契約は締結できま
せんので、最低２人以上の組合員が必要となります。
（２）利益の配分を出資額にとらわれることなく自由に決められます→合同会社と同じです。
（３）組合員に課税されます。
有限責任事業組合に利益が生じても当該組合には法人税は課せられません。その出資者である
組合員に利益配当があった場合に、その組合員に対して税金が課税されます。これと異なり合同
会社は法人ですので、当該法人に利益が生じた場合は法人税、社員（出資者）に利益配当があっ
た場合はその社員に所得税が課せられます。
（４）有限責任事業組合は法人格を持たないので、許認可等を得るための要件として法人格を求めら
れる場合は当該許認可等を得られません。

（了）
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栃木県行政書士会カレンダー（６月）
日
6 月
7 火
8 水
9 木
13 月
14 火
15 水
17
19
20

金
日
月

22
26

水
日

予

定

時
間
届出済証明書交付式
13:30～
編集会議
13:30～
ＴＩＡ相談会
10:00～
登録説明会
10:00～
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
行政書士基礎講座 「はじめての事実証明①～知的資産関係～」 13:30～
行政書士専門相談（於：小山市役所）※予約制（随時受付先着 10:00～12:00
４人 予約問い合わせ：小山市生活安心課 0285-22-9282）
ＡＤＲ調停人養成ＰＧ 家族法研修 実践編５
13:30～17:00
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
宇都宮市国際交流協会無料相談会
15:00～17:00
(於：うつのみや表参道スクエア５階国際交流プラザ)
登録説明会
10:00～
市民プラザ無料相談会
13:00～16:00
(於：うつのみや表参道スクエア５階市民プラザ)

主
催
申請取次管理委員会
広報部
総務部
総務部
宇都宮支部
業務研修部
小山支部
ADR 特別委員会
足利支部
宇都宮支部
総務部
宇都宮支部

平成２３年度分財産評価基準書

「路線価図・評価倍率表」の申し込みについて
◆平成 23 年度分の相続税・贈与税の申告に当たり、土地の評価の計算の基本となる「財産評価基準書」です。
◆目標となる公共物が多く、知りたい場所が容易に確認できます。
◆知りたい土地等の評価額がこの資料の中に分かりやすく収録されていますので、不動産問題についてたいへん
参考になる貴重な資料です。
◆路線価図に公示価格及び基準価格の一覧表を収録しています。
◆納本は８月を予定しています。
（発行所 財団法人 大蔵財務協会）
購入ご希望の方は下記申込書にご記入のうえ、事務局までＦＡＸにて申し込み下さい。
※過年度、毎年のご購入を希望された方につきましても、お手数ですが、再度お申し込み
いただきますようお願いいたします。

路線価図・評価倍率表 申込書
分冊区分

路線価図

定価（税込）

支部名

申込冊数

栃木県（宇都宮）

７,７００円

冊

栃木県（足利・佐野）

７,４００円

冊

栃木県（栃木）

７,３００円

冊

１０,０００円

冊

２,４００円

冊

栃木県（鹿沼・真岡・大田原・氏家）
評価倍率表

申込締切日 ６月１３日（月）

栃木県全域

氏 名
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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№
事務連絡
5
41
48

受信日付
H23. 4. 4
H23. 4. 4
H23. 4. 7
H23. 4. 7

53

H23. 4. 7

54

H23. 4. 7
H23. 4.11

56

H23. 4.11

57
59
61

H23. 4.11
H23. 4.11
H23. 4.11

70

H23. 4.15

91
72
86

H23.
H23.
H23.
H23.

100

H23. 4.22

106
98

H23. 4.22
H23. 4.26

4.19
4.22
4.22
4.22

文書の表題
平成 23 年 4 月 1 日現在の会員数について
震災義援金に関するお知らせ
ﾄﾖﾀｱﾄﾞﾐﾆｽﾀ(株)からの車庫証明業務等の委託依頼について
各単位会定時総会日程について
「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
【月間日本行政】6 月号(№463)原稿予約と提出の締切について
日本行政書士会連合会事務局の体制について
平成 23 年度日本行政書士会連合会定時総会代議員数算出表につい
て
平成 23 年度 4 月分会費納入について（お願い）
東日本大震災に伴う携帯用災害関連情報サイトの開設について
東日本大震災に伴う被災状況の報告について（お願い）
種苗法施行規則の一部を改正する省令及び平成２０年農林水産省
告示第５３４号（種苗法第２条第７項の規定に基づく重要な形質
を定める件）の一部を改正する告示の施行について
日系人就労準備研修事業に係るご協力について（お願い）
東日本大震災の発生に伴う会費納入に関する特別措置について
「知的資産契約マニュアル」の送付について
『権利義務・事実証明業務について』の送付
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（お願い）
「関税定率法等の一部を改正する法律」の施行について
「外国人実務事例集」の送付について

事務連絡 H23. 4.26 申請取次実務研修会(3/17 中止)に伴う受講申込者の対応について
108
109
115
123

日本行政書士会連合会事務局の体制について
事業、財務及び懲戒処分等の情報の公表に関する規則の一部改正
H23. 4.28
について
理事会の議事結果について
H23. 4.28
（平成 23 年 4 月 20 日、21 日開催）
H23. 4.28

H23. 4.28

震災義援金の配分に係る照会について
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備考

開発許可等の事務に係る標準処理期間の設定について（小山市）
～小山市都市整備部建築指導課より～
この度、標記「開発許可等の事務に係る標準処理期間」について、行政手続法及び小山市行政手続条
例の規定に従い、標準処理期間が設定されました。
詳細につきましては、栃木県行政書士会ホームページ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、ご参考下さい。

関税定率法等の一部を改正する法律の施行について
～制度推進部より～
今般、「関税定率法等の一部を改正する法律」が平成２３年３月３１日付けで公布され、同年４月１日
付けで施行されましたのでお知らせいたします。
知的財産業務に関して、税関における水際取締りの充実・強化として、アクセスコントロール等回避
機器を輸出入禁止品に追加することが明記されました。
記
【別添資料】
〇関税定率法等の一部を改正する法律案要綱
別添資料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、ご参考下さい。
【関連ホームページ】
〇関税定率法等の一部を改正する法律（平成23年法律第7号）
・http://www.customs.go.jp/kaisei/horitsu.htm

制度推進部より

報酬額積算マニュアル・様式等の掲載について
制度推進部では、依頼者との間にトラブルが発生しないよう、行政書士が業務を受注する際の
報酬額積算や業務契約について、関係機関に確認の上、独占禁止法に配慮したマニュアルや様式
ファイル（Word,Excel 形式）を作成し、ホームページに掲載いたしました。
栃木県行政書士会「会員専用」→「各種データ」→「報酬額関連」からダウンロードできます。

－7－

会員事務所訪問コーナー
今回のおじゃましま～す！は、佐野支部より小
池啓之会員をご紹介します。

おじゃましま～す！
どのような方法で勉強されたのですか？
某予備校の通信教育ＤＶＤを使って勉強しま
した。
主にどんな業務を取り扱っていますか？今後やっ
てみたい業務は？
契約書関係です。今後は英語の語学力を生か
して外国人関係の仕事をしてみたいです。
また、比較的郊外に住んでいるので農地転用に
興味があります。
それから、身近であった体験から相続業務も
やってみたいです。
趣味は？
英語とパソコンです。

氏 名 小池 啓之（こいけ たかし）
事務所 佐野市赤坂町９５３番地１３
ステラリオーネＡ２０１
入会日 平成２２年７月１５日

今後の抱負は？
仕事を増やしていきたいです。また簿記の勉
強をして建設業や記帳業務をこなし、事務所経
営を安定させようと思っています。

ご出身はどちらですか？
生まれも育ちもここ佐野市です。
入会の動機、きっかけは？
高校生のころから独立したいと思っていまし
た。３０歳を機に行政書士を目指して勉強を始
めました。

私も同じ予備校に通っていたので、予備校の話
で盛り上がりました。また、業務や研修について
もいろいろな話をしました。英語、パソコンが強
いというのはこれからの時代を生きていくために
は必須かもしれません。
（佐野支部支局長 江藤正巳）

制度推進部より

「高齢者かけこみ事務所」ポスター掲示のお願い
制度推進部では、栃木県行政書士会の社会貢献事業と制度推進
をかねて、
「高齢者かけこみ事務所」ポスターを作成し、本誌に
同封して各事務所に送付しております。
事務所の外部から見やすい場所に掲示し、高齢者を対象とした
無料相談の実施をお願いいたします。

－8－

支局かわら版

益子陶器市

芳賀支部

私の事務所がある真岡市中心部から渋滞が発生
するという噂を聞き、いつも心が折れていた、益
子陶器市。
嫁のご両親がＧＷに陶器市に行くと言うので、
写真を撮って来てもらって、適当にこの記事を書
いちゃおうかな、と嫁に漏らしたところ「あなた
は普段、事実証明の専門家と言いながら、事実を
確認せずに文書を作るの？ それを自分で許せる
の？」と鬼の形相で迫られ・・・。ごめんなさい。
最近ではおしゃれなカフェもあるそうで、嫁の
号令の下、家族で陶器市に行ってきました。
噂とは違い、外池酒造を超えても渋滞がなく、
この車は本当に陶器市に向かっているのか疑いな
がら進んで行くと、そこには紛れもなく市が広が
り、駐車場を求める車と行き交う人々で通りは大
混雑。

ビグビではなく、味わって、ビールと語るくらい
の気持ちで飲むのであれば、やはり益子焼以外に
ありますまい、ということで、期せずして嫁の茶
碗とお揃いのビールグラス購入となりました。嫁
にビールは１日１本ねと、釘を刺されながら。
一方で娘は、なぜかウサギの焼き物に心を奪わ
れ、ウサギを購入。
お会計の際に、このお店のお姉さんが気さくに
話しかけてくれるので、失礼を承知で、店内の陶
器の写真を撮らせていただけないかとお願いした
ところ、店内の撮影と、登り窯の撮影の許可をい
ただきました。

お買い物をしながら、あるお店の人と話をする
と、
私が来たこの日がたまたま空いていただけで、
この日の前日は、例年の倍の時間をかけてやって
くる人もいたのだとか。
私が幼少の頃に受けたイメージとは違い、益子
焼とひとくちに言っても、いろんな焼き物があり
ます。
今回の陶器市のテーマは「ビールを飲む器」と
いうことでしたが、嫁が嫌がりそうなテーマだっ
たので嫁には伏せておきました。
しかし、心の眼は、私好みのビールグラスを探
し求めます。
なかなかコレ、というものが見つからない横で、
嫁があるお茶碗を気に入り、それを買うことにし
た様子を見ていると、そのお茶碗とお揃いの模様
のビールグラスを発見。
なぜかそのグラスが私の心を揺さぶります。
いつもはガラスのミニジョッキを使用していて、
ガラス越しにビールが見えた方が良いのではない
かと思いつつも、やっぱり陶器は味わい深く、グ

私は気が小さいので、こういうお願いを、まし
てやそれを綺麗なお姉さんにした後、
というのは、
しばらく情緒不安定になります。
そんな落ち着きを失った私を嫁が怪訝な表情
で見守ります。
この後は、嫁が気にかけていたところのカフェ
に向かったのですが、駐車場が満杯で、敢え無く
断念。
カフェは陶器市開催期間外に来ることになりそ
うです。
今夜はさっそくビールと語る準備を・・・。
（支局長 栁 知明）
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支 局 情 報
【那 須】

親睦旅行に参加することは、他支部の会員との交
流をもつことができる数少ない機会の一つですの
で、参加しやすいような配慮を支部としても行う
必要があるのではないかという意見が出されまし
た。会員が集まる機会に、会員同士が多くの意見
を交わすことは、支部活動や各会員の業務の広が
りに繋がっていくことでしょう。
本年の那須支部定期総会は、５月７日に予定さ
れておりますので、その際も積極的な意見交換の
行われることが期待されます。
（支局長 冨田倫子）

那須支部役員会開催

【鹿 沼】

鹿沼支部定期総会等開かれる

４月２２日、午後４時から那須塩原市「遊山」
において、平成２３年度第一回の那須支部役員会
が開催されました。
昨年度の事業実績及び収支の報告と、本年度の
事業計画案及び収支予算案の発表がありました。
那須支部の事業として継続しております無料
相談会は、この数年、実施状況を見て、回数や会
場を変えながら実施しておりますが、本年の実施
については、基本的には昨年と同様の回数・会場
を予定しております。ただ、状況等によっては、
柔軟な対応をとることが前提となっております。
また、支部の親睦旅行は、毎年日帰りで実施し
ておりましたが、昨年は県会との共催で一泊の親
睦旅行を行いました。今のところ、本年度の親睦
旅行の詳細は未定です。ただ、県会で実施される

４月２６日（火）午後４時より、鹿沼市のそば
割烹「日晃」において、定期総会及び政連定期大
会が開かれました。
出席者１３名と委任者により会議は成立し、栃
木県行政書士会より青木副会長、栃木支部長を来
賓としてお迎えしました。
徳原議長を選出し、平成２２年度事業・決算報
告・監査報告、平成２３年度事業計画・予算（案）
、
規約の一部改正（案）が提案され、活発な議論が
なさましたが、原案通り可決成立しました。
なお、今回は任期満了に伴う、役員改選が行な
われ、新支部長に神山忠雄をはじめ、多くの役員
が選出されました。
（支局長 山ノ井一男）
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【宇都宮】

【塩 那】

宇都宮支部役員会開催

塩那支部定期総会開催

４月１６日（土）行政書士会館にて宇都宮支部
第一回理事会が開催され、理事・監事・相談役１
４名が出席した。
平成２３年度定期総会に向けて議案内容を審
議し承認された。また、今年度は役員改選の年で
もあり、総会の準備のほか役員選任についても話
し合われた。
平成２２年度の支部の主だった事業内容は研
修会（５回）の開催、一泊研修旅行（県との共催）
や官公庁窓口の行政書士名簿の更新、各会場での
無料相談会の実施と小林支部長を中心に精力的に
活動してきており、４月からは宇都宮市民プラザ
での無料相談会（月１回実施）も加わり、支部会
員に向けて相談員を募集するなど新しい動きもあ
った。
続く日政連栃木会宇都宮支部幹事会では、宇都
宮市議会議員である郷間康久会員からご挨拶を頂
いた後、平成２３年度定期大会について議案内容
を審議し、承認された。会議では推薦議員との連
携の強化など、今後の課題について活発な意見交
換がなされた。
桜の後、もうじき百花繚乱の季節がめぐる。例
年の行事として「フェスタＭｙ宇都宮」参加に向
けての準備など、次年度に向け動きだした部分も
ある。新体制の発足ということもあり、総会には
たくさんの会員の参加を期待したい。
（支局長 遠藤美代子）

４月２４日午後、那珂川町小口いさみ館におい
て、来賓に手塚副会長を迎え、平成２３年度支部
定期総会を開催した。
出席会員は、１６名。
青木支部長の挨拶に続き、手塚副会長が東日本
大震災義捐金の件など状況を話し、議事にはいっ
た。
平成２２年度事業報告、決算報告があり、承認
された。次に、平成２３年度の事業計画と予算案
の審議がされ承認された。
今年度の主な事業計画は、①支部研修会は実施、
具体的な提案はなかったので、６月の役員会で検
討し決めること。②支部研修旅行について、行く
先と実施時期等、新規役員で詰めていくこと。③
２年続けて実施した支部無料相談会については、
相談者数が少なかったので、相談会がある事を広
報するための方法など、もっと検討して実施する
予定である。また、東日本大震災の義捐金につい
ては、支部会員全員が参加する意味で支部からも
一括して寄付することになった。
最後に、役員改選があり、新役員が決定し、総
会を終了した。
（支局長 長谷川久夫）

－11－

想定もしなかった私の体験
３月１１日午後は、私は烏山法務局に所用で行
っていました。会議中だったのですが、３時前に
建物が揺れ始め、今までの経験なら長くても１５
秒ぐらいで地震は止みました。この時は待ってい
ても止むことなくだんだん揺れが大きくなって、
これは何か普通と違うという雰囲気になり、その
場にいた１０人はたまらず出口でない窓からそと
へ飛び出ました。電線が大きく揺れ、山の方をみ
ると真っ黄色な霧が山を覆って流れています。杉
花粉でした。そのうちそばの信号機が消え、那須
南病院近くの薬局店舗ガラスが割れるのが見えま
した。車は停車し駐車場に避難してきた運転手に
ラジオをつけてもらうと、緊急地震速報で東北地
方で大きな地震があったこと、津波の警報を盛ん
に言っています。
その間も絶えず揺れていました。
会議は中止になり、車での帰路も停電ですべて
交差点の信号は消え、病院の患者と白衣の職員が
屋外に避難し、烏山高校の校庭にはジャージ姿の
生徒が全員整列して不安で呆然としている様子が

見えました。
車でゆっくり走っている間も何度か揺れを感
じました。国道沿いの家の石塀が道路側に倒れて
いるのが何軒もあります。
これが私が体験した地震発生後の１時間です。
あれから家の屋根の修理で何度も屋根に上が
り、散乱した事務所の中を片付け、浪費した時間
を考えるとうんざりします。
地震津波、加えて原発事故が重なり、それから
の世の中の雰囲気は一変しました。比較にならな
い被害を受け、あまりに大きい放射能汚染の不安
に心休まらない毎日を送る東北・茨城の被災者を
思うと、同情することしかできません。
地震国日本の宿命は仕方ないにしても、便利さ
快適さを甘受してきたエネルギー多消費の現在の
生活を考えなおし、少し前の質素な生活様式のよ
い所は取り入れて、原発に傾倒しない、生活の仕
方をしなければならないのを感じます。
（塩那支部支局長 長谷川久夫）

第２２回全国女性行政書士交流会ＩＮあきた開催のご案内
1.
2.

日
会

程 平成２３年７月２日（土）～３日（日）
場 秋田温泉さとみ
秋田市添川字境内川原１４２－１（ＴＥＬ０１８－８３３－７１７１）
3. 申込締切 平成２３年５月３１日（火）
秋田会のホームページにも掲載しております。
※お問い合わせは下記までお願いします。
金子アイ子 ＴＥＬ０１８－８６３－６４６７ ＦＡＸ０１８－８８３－４２８０
第２２回全国女性行政書士交流会ＩＮあきたスケジュール予定
７月２日（土）12:30～13:30 受付開始
13:30～14:10 開会 黙祷 代表あいさつ 来賓あいさつ
14:10～14:50 講演「心豊かに生きる」宗泉寺住職 長谷川恵光氏
15:00～17:00 パネルディスカッション －電子化の波に向かって－
17:00～17:15 写真撮影
17:15
チェックイン 休憩
18:00～21:00 懇親会
７月３日（日）8:30
ホテル出発、角館武家屋敷見学、田沢湖共栄パレスにて昼食
13:30～14:30 田沢湖畔散策後 解散
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「家電」の想い出
「家電芸人」
「家電俳優」などを名乗る芸人
や俳優が活躍しています。元々プライベート
で好きだったものがたまたまバラエティ番組
で取り上げられて図らずも商売（テレビへの
露出や本の出版など）になったのか、商売に
するためにわざわざ勉強したのか……。私自
身はハイテク家電などには興味も購買意欲も、
そもそも購買する原資自体がありません（伊
達直人さんに援助をお願いしたいものです）
。
そこでローテクな話をしたいと思います。
大昔の話。ふつうの人のふつうの場合、ハ
ードとソフトの両方がないと意味がありませ
んので同時に購入することと思いますが、ふ
つうの人ではない私の学生時代、ビデオデッ
キ（以下、デッキ）を購入する資力のあても
ないのに、とりあえずビデオソフト（以下、
ソフト）だけを購入してしまいました。デッ
キがないのに購入したソフトは「矢沢永吉ヒ
ストリー（以下、矢沢ヒストリー）
」です。
矢沢永吉さんの凄いところが、この「矢沢
ヒストリー」にあらわれています。このビデ
オに収録されているのは、昭和５０年に日比
谷野外音楽堂で行われたキャロルの解散コン
サートをはじめ、昭和５０年代前半の日本武
道館、後楽園スタヂアムなどでのコンサート
です。まだ家庭にデッキが行き渡ることなど
想像もできなかった時代に、自分で自分のコ
ンサートを記録として残した結果として〝商
売〟になったわけです。矢沢さんに先見性と
権利意識の強さがあったからこそ、私は伝説
的なコンサートを見ることができました。ア
ーチストが権利意識を持つことは、そのアー
チストのみならず、そのアーチストのファン
にまで利益をもたらすのです。
さて、
デッキを持たない私はどうしたのか。
日々ビデオソフトのパッケージ写真を眺めて
いましたが、２度程友人宅で再生させてもら
いました。ほとんどテレビに出演することが
なかった矢沢さんの映像
（動く矢沢さんの姿）
は本当に貴重でした。そして、本当に幸せで
した。しかし、頻繁に見ることはできません
（涙）
。
一念発起してデッキを購入することは
必然の成り行きでした（当時、底値だと思わ
れる６万円弱でシャープ製を購入）
。
そして毎

日「矢沢ヒストリー」を見まくる日々を堪能
しました。銭湯に行くと、鏡の中にリンスで
テカテカのオールバックに髪を撫でつけ唇を
尖らせている私がいました。よろしく。下宿
に来た友人には、否応なしに「矢沢ヒストリ
ー」をみせていました。新宿で飲んでいて山
手線の終電に乗り遅れ、私の下宿（山手線の
最寄り駅は巣鴨ですのでどのくらいの距離か
は地図でご確認下さい）に数時間歩いてやっ
とたどりついた友人にも見せました（寝かせ
ません）
。そして感想（賛美）を強制していま
した。独裁政権。しかし、堕落の日がやって
きました。
「矢沢ヒストリー」を見ながらコタ
ツでうたた寝してしまったのです。ものには
限度。よろしく。
人が生活するために必要な家電として、ふ
つうの人のふつうの場合は冷蔵庫がデッキに
優先しますが、私の場合には、冷蔵庫よりも
デッキが優先でした。友人には「冷蔵庫が先」
と馬鹿にされましたが、私の哲学は「お腹を
満たすこと（冷蔵庫）よりも、心を満たすこ
と（デッキ）が大切」でした。私は変人。冷
蔵庫は、その後友人からもらうことができま
した。友人と２人で借りてきたリヤカーに冷
蔵庫をのせ友人の下宿（都営三田線・新板橋）
から私の下宿（都営三田線・千石）まで運び
ました。どのくらいの距離かは地図でご確認
下さい。せっかくの冷蔵庫でしたが、食材で
満たされることはなく、ジュース類（ペット
ボトルはまだなかった？）を冷やすだけのも
のでした。
冷蔵庫のドアをあけると、
中身は、
鍋一杯のプリンだけなんてこともありました。
その鍋は麻婆豆腐やレトルトのカレーも作る
ときにも活躍する唯一の鍋でした。鍋一杯の
プリンはさすがに１度では食べきれないので、
食べきるまでの数日間、その唯一の鍋が他の
ことに使えなかったので、それなりに不都合
がありました。余談ですが、東京で１人暮ら
しを始めたときの夢は、イチゴを１パック１
人で食べきることと、鍋一杯にプリンを作っ
て食べることでした。鍋から直接食する手作
りプリンの味は格別でした。よろしく。
（足利支部 杵渕 徹）
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栃木県行政書士会
平成２３年度第１回理事会開催
４月１５日（金）行政書士会館にて平成２３年
度第１回栃木県行政書士会理事会が開催された。
今回は、冒頭に東日本大震災の被災者への黙祷
が行われ、会長・副会長による報告事項の後、理
事３５名中のうち２９名を以って会長が議長に就
任し議案審議に入った。
緊急議案 東日本大震災に関する見舞金について
東日本大震災による被害に遭われた方達への
支援措置をするため、緊急議案が上程された。
議案第１号 総会に付議すべき事項について
総会議案第１号 平成２２年度補正予算並び
に事業報告、同決算について
総会議案第２号 平成２３年度事業計画並びに
同予算について
総会議案第３号 借入金限度額の承認について
総会議案第４号 栃木県行政書士会会則改正に
ついて
総会議案第５号 日本行政書士会連合会総会に
関する事項について
総会議案第６号 役員の選任について
総会議案第２号につき、平成２３年度事業計画
のうち、行政書士の新たな業務の開発研究に関し
て建設的な質疑応答が交わされた。

議案第４号 サーバー管理運営規定改正について
議案第５号 会費の免除申請について
上記のすべての審議は承認された。
協議事項
会報「行政とちぎ」の名称変更について
長年続いてきた当会の会報誌である「行政とち
ぎ」の名称を変更することについての意見が交わ
された。
「行政書士」及び「とちぎ」の文言を取り
入れるべきとの意見があった。
以上、すべての議案審議が終了し閉会した。

議案第２号 栃木県知事表彰について
議案第３号 慶弔災害見舞金規定改正について

政連だより
平成２３年度第１回日政連栃木会幹事会開催
平成２３年４月１５日（金）行政書士会館にて
平成２３年度第１回日本行政書士政治連盟栃木会
幹事会が開催された。
来賓に宇都宮市議会議員郷間康久氏及び西方町
議会議員山ノ井一男氏をお迎えし、幹事３５名中
２６名を以って会長が議長に就任し議案審議に入
った。
議案第１号 大会に付議すべき事項について報告
がなされ、承認された。
以上、すべての議案審議が終了し閉会した。
（広報部）
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（広報部）

ご当選おめでとうございます
宇都宮市議会議員選挙（投開票日４／２７）
におきまして、栃木県行政書士議員連盟幹事の
五月女伸夫会員と郷間康久会員が、前回に引き
続き見事当選されました。
両会員の今後の活躍が期待されます。皆様の
ご支援ご声援ありがとうございました。

栃木県行政書士会 「東日本大震災義援金」 報告
義援金額(累計) ￥1,282,432 (平成 23 年 4 月 30 日現在)
義援金名簿（順不同 敬称略 平成 23 年 4 月分）※3 月に届いた分は 4 月号に掲載しております。
＜支部＞ ＜氏 名＞
栃 木 青木 勇夫
芳 賀 池葉
洋
那 須 坂内 利男
塩 那 鈴木 文男
宇都宮 生沼 忠男
那 須 石原 敏男
宇都宮 岸
宏
足 利 松長
健
佐 野 高橋貞二郎
栃 木 斉藤 光男
宇都宮 手塚 理恵
宇都宮 又木 成美
宇都宮 青野
勤
宇都宮 亀田
晋
宇都宮 濱野 勝美
佐 野 川田 有美
鹿 沼 野澤佐江子

日 光
宇都宮
栃 木
宇都宮
宇都宮
足 利
那 須
宇都宮
佐 野
足 利
宇都宮
宇都宮
鹿 沼
那 須
芳 賀
宇都宮
宇都宮

福田 浩一
大島 國市
若林 孝子
齋藤 昭二
佐藤 達男
金沢 昌司
平山
猛
前澤 眞一
寺内 三雄
内田陽一朗
小林 幸雄
吉澤 寿夫
染宮 剛太
小島 政博
瀬尾 隆昭
竹島 尚子
齋藤 美一

宇都宮
芳 賀
栃 木
宇都宮
那 須
宇都宮
宇都宮
小 山
宇都宮
宇都宮
日 光
塩 那
佐 野
宇都宮
宇都宮
佐 野
宇都宮

高橋 江美
押野
佑
唐木田有作
鈴木 光男
相馬 信一
赤津 三男
仙波 信夫
青木 裕一
橋本 裕文
釜井 亮輔
神﨑 律夫
宮嶋 幸雄
田沼
穣
大島 一朗
森田 浩敏
稲葉 壮吉
駒場 匡周

足 利 飯塚 真督
那 須 篠原 賢治
塩 那 篠﨑光一郎
宇都宮 吉澤 光三
宇都宮 見目 博克
日 光 福田 勝守
那 須 豊田 近弘
佐 野 久保 正一
那 須 木下 武夫
栃 木 髙際
昭
那 須 清水 和美
小 山 白石 憲治
小 山 松本 伸一
宇都宮 吉澤 京子
自動車車庫証明申請
宇都宮センター

～ご協力ありがとうございます～
平成 23 年 5 月 1 日以降に届いた義援金につきましては、行政とちぎ６月号に掲載させていただきます。

－15－

皆様のあたたかいご支援
ありがとうございました

東日本大震災義援金

¥1,141,431
（4/19 までの第１次集計額）
会員・事務局員からの義援金、会館に設置した募金箱を集計し、
平成 23 年 4 月 20 日、日本赤十字社栃木県支部に寄付致しました。
復興に際し、有効に活用されることと思います。
皆様のご協力に心より感謝致します。ありがとうございました。

ご協力頂きました会員のご芳名につきましては会報をご参照下さい。
引き続き、栃木県行政書士会では皆様からの義援金を受け付けております。
－16－

行政書士基礎講座 第３回

業務研修部主催

○ 開催日時
平成２３年６月１４日（火）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
「はじめての事実証明①～知的資産関係～」
（行政書士 松岡 英彦）

ＡＤＲ調停人養成ＰＧ 家族法研修 実践編５（全６回）

ADR 特別委員会主催

○開催日時
平成２３年６月１７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
実践編①～④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１７章
相続分（Ｐ２９７）～２０章 相続の承認・放棄（Ｐ３８７）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。

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

6／14
6／17

行政書士基礎講座 第３回
「はじめての事実証明①
～知的資産関係～」
ＡＤＲ調停人養成ＰＧ
家族法研修 実践編５

ﾃｷｽﾄ
申込

昼食
\500 程度

6/7

－

－

6/13

－

－

受講料

申込
〆切

無料
無料

支部名
氏 名
ＦＡＸ
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申込

栃木県行政書士会員の動き
【入 会】

（平成 23 年 4 月 30 日現在）
入会年月日
登録年月日

郵便番号

H23.4.2

3211404

日光市御幸町 578-3

0288-54-0397

H23.4.2

3210347

宇都宮市飯田町 312-1

028-666-0299

H23.4.15

3292731

那須塩原市二つ室 78

0287-37-2394

H23.4.15

3211266

日光市中央町 1-6
丸通ビル 201

0288-23-8012

H23.4.15

3210984

宇都宮市御幸町 66-9
アンブル 205

090-4963-5826

支部・氏名

日 光
角田 朋義
宇都宮
富田 豊
那 須
石島 親
日 光
鈴木 香理
宇都宮
粂川 高志

事

務

【退 会】池田典之会員のご冥福をお祈りいたします。
支 部
氏 名
退会年月日
備 考
支 部
足 利

菊池 正巳

H23.4.11

廃 業

宇都宮

山崎

H23.4.27

廃 業

竜

【変 更】
支 部

氏 名

宇都宮

沼田龍之助

*宇都宮
*宇都宮

山崎 博人
鈴木 光男

変更事項
事務所
ＴＥＬ
事務所名称
事務所
事務所

宇都宮

所

電

話

備 考

氏 名

退会年月日

備 考

池田 典之

H23.3.24

死 亡

*：住居表示変更に伴う変更
更 内 容

変
宇都宮市住吉町 19-14
028-636-6622
沼田龍之助行政書士法務事務所
宇都宮市下栗町 2938-16
宇都宮市平松本町 1222-17

編
集
後
記

先の東日本大震災とそれに伴う原発事故
では、多くの被災者の方々が、いまだに避難
生活を余儀なくされています。
私の所属する支部では役員が話し合い、焼
きそばでも焼いて食べて頂こうと準備を始
めました。
しかし、４月いっぱいで避難所を引き払わ
れるとのことで、実現に至りませんでした。
残念ですね。副部長はじめ行政書士会の芸達
者さんにもお願いしたかったのにね。時遅
し？
（広報部長 関 比佐江）

行政とちぎ 5 月号 №413
発行人
〒3200046

栃木県行政書士会 会長 住吉和夫
宇都宮市西一の沢町１番 22 号
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
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（栃木県行政書士会員の購読料は会費の中に含まれます）
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