１０年後を見据えて
副会長 手塚 理恵

本年６月の日行連定時総会において役員の任期満了に伴う会長選挙が行われまし
た。立候補したのは大阪会会長の北山孝次氏と新潟会会長の相羽利子氏です。選挙は
各単位会の代議員による投票で、代議員は単位会の会員数で割り当てられます。全国
で多い順位から東京会２６名、大阪会１３名、愛知会１３名、神奈川会１１名、埼玉
会１０名、千葉会９名です。栃木会は４名で、会員数が３００名前後で代議員が１,２
名の単位会は２１県あります。私は相羽利子氏とは全国女性行政書士交流会を通じ１
０年以上前から親交があり、
「行政書士は社会的により高い信頼を得られなければ仕事
には結びつかない」という考えで新潟会の運営は５期目になり、日行連に対しても意
見を言ってきました。変わらぬ強い意志、信念を尊敬していますので、私は相羽利子
氏を応援してきましたが北山孝次氏の再選となりました。選挙を通じて日行連は代議
員の多い単位会が中心になると感じる一方で栃木会について考えるきっかけとなりま
した。
大都市の単位会はこれからも会員は増えていきますが、地方では減少します。大き
い単位会は、豊富な運営資金で十分な研修会やＰＲ活動、新しい分野にも参入できま
すが、小さい単位会は会の運営に非常に苦労しています。この格差は益々広がります。
栃木会は関東地方協議会１都１０県の中で会員数は１０番目ですし、平均年齢も高い
です。１０年後には業務の中心を担ってきた会員の退会も増えるでしょう。本会の総
会で指摘があったように支部、部組織を見直し運営資金を集中させて確実に会の発展、
会員の収入が上がるようにする時期が来たと思います。１０年近く経つと会館の建替
の時期がきますが、それまでに積立金を増やし、次の世代に多額の負担を掛けないよ
うにしなければなりません。
行政機関のホームページには申請書、記載例、審査基準まで掲載され、一般の方で
も簡単に申請できるようになりました。行政書士としての価値は法律に基づく申請書
を作成し、依頼主にアドバイスが出来、信頼関係が構築されることです。
私の担当部は業務開発部と業務研修部です。日行連からは数多く新しい業務を提案
してきますが、果たして地方で成り立つのか、よく精査し無駄のないように取り組ん
でいきます。研修内容は会員の収入に影響しますから責任を感じます。中央研修所か
らのＤＶＤやインターネット配信も活用しますが、単位会独自の研修が重要になりま
す。従来の許認可等業務も大事にし、時代にあった業務に適応できるような研修も検
討しています。
会員皆で協力してすばらしい栃木会を作り上げましょう。
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栃木県行政書士会
福利厚生旅行

～築地・東京タワー・東京湾クルーズ～

９月１０日（土）
、福利厚生事業の一環として、
「築地・東京タワー・東京湾クルーズ」日帰り旅
行を実施しました。
総勢４５名が参加。バスは、那須の一戸事務所
を出発し、書士会・栃木駅前・佐野市文化会館を
経由、全員無事揃ったところで、須永会長の挨拶
により、正式に楽しい旅行が始まりました。
バスの中では、アルコールを飲みながら、楽し
い会話に盛り上がっていました。
１０時４５分ごろ、予定より少し早く築地場外

東京タワーからのスカイツリー

市場に到着。３０度を超える暑さでしたが、鮮魚・
卵焼き・乾物等お目当てのお店に直行する人が多
かったようです。
テリー伊藤の実家の卵焼き店で、
記念写真を撮る人も見られました。
１２時になり、待ちに待ったお昼。本場の江戸
前にぎり寿司に、
あれほど賑やかだった参加者も、
無口になるほどのおいしさでした。
次に向かったのは、あの東京タワーです。当初
は特別展望台まで登る予定でしたが、この日はか

ケーキとコーヒー

なりの混雑で、残念ながら大展望台までとなりま
した。そうとは言え、久しぶりに登る人が多く、
大展望台からの東京の眺めにみな感動していまし
た。遠くにはスカイツリーも見え、来年以降の旅
行では「スカイツリー見学を企画して欲しい」と
の要望もありました。
１５時、シンフォニー号の出航とともに最後の
行程となる東京湾クルーズが始まりました。貸し
切りの個室でまずはおやつのケーキ。その後デッ
キに出て、海上から眺めるお台場・フジテレビ・
レインボーブリッジの景色は、また違った趣きが
ありました。
東京湾クルーズ後、帰路につくことになりまし
た。あっという間の東京観光でしたが、参加者一
同楽しい一日が過ごせたことと思われます。
来年もまた福利厚生事業として皆様のご要望に
応えられるよう企画して参ります。
参加者の皆様、
ありがとうございました。
（総務部副部長

齋藤 裕）
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お台場と浜離宮

インターナショナルフェスティバル無料相談会

爽やかな秋風が吹く１０月１日、
「インターナシ
ョナルフェスティバル２０１１」が、例年通り「わ
くわくグランディ科学ランド」で開催された。栃
木県国際交流協会によるこの催しは、県内の国際
交流団体が一致協力して毎年実施してきたが、今
年が最後となる。

栃木県行政書士会も毎年参加し、外国人市民の
ための無料相談会を開催してきた。参加協力団体
とも顔見知りになり、年々知り合いが増えていく
のも楽しみの一つだったので、終わってしまうの
は本当に残念だ。
今年は、
これまでで最多の６件の相談があった。
内容は、在留資格、国籍、婚姻手続き等外国人な
らではの問題から借家問題まで多種多様に渡り、
行政書士の関与する分野の広さを改めて感じさせ
るものとなった。この催しは終了するが、毎年の
参加で得た人間関係を宝に、今後も栃木県内の外
国人市民にとって欠かせない相談機関としての役
割を果たしていきたい。
（ＴＩＡ相談員 深見 史）

支 部 長 紹 介

「佐野の石田」って誰・・・？
今期より佐野支部では、
今迄とは趣を異にした、
殆ど無名の会員が支部長に就任した。私がその石
田です。嚆矢となるところは、高島会員の逝去に
こう し

佐野支部長

石田 稔

あるのだろう。高島会員亡き後、
「須永支部長体制
で揺るぎなし。
」と考えていたが、須永会員は、請
われて栃木県行政書士会会長に就任された。そし
て、今回の結果となる。支部の為に頑張らなけれ
ばならない。私は、粛々と事業を消化する事を考
えていた。が今、佐野支部の理事会は熱い。支部
長の求心力の無さを補って余りある。
「市井の民衆
と共に」を標榜する我々が、都会でもないがまる
っきりの田舎でもない我が町佐野の支部が、地方
都市型行政書士のモデルを提示出来るのではない
か。そんな希望を持ってしまう。がしかし、私個
人の思いを言わせてもらえるならば、
「偉大な先達
たちの背中を追っかける事は、汲々として励めど
も、只々ため息・ため息の連続」なのである。
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今 月 の 表 紙 ： 史 跡 足 利 学 校

わがまち自慢

—足利市—

足利市は、大正１０年（１９２１年）１月１日の市制施行以来、本年９０周年の記念の年を迎え
ました。市制施行時の人口は３５，６３２人でしたが、その後昭和２６年以降近隣町村と合併し、
現在は１７７．８２平方キロメートルの市域に１５３，５１５人（平成２３年９月１日現在）の人
口を抱える県内では宇都宮市、小山市に次ぐ第３の都市へと成長しました。
本市は、県南西部、東京から北へ約８０キロメートルに位置し、市中央部を東西に横切って利根
川水系の渡良瀬川が流れ、
北には足尾山地に連なる緑なす山並み、
南には関東平野が開けています。
現在世界遺産登録を目指す史跡足利学校や足利氏ゆかりの鑁阿寺などの歴史的遺産も多く、
『歴史と
文化のまち』として知られています。
本市は、古来織物業が盛んで、奈
良時代には“かもしかおり”が朝廷
に供進されたと記録にあります。戦
前は足利銘仙の生産、戦後はトリコ
ットの生産が盛んでしたが、現在で
は、ゴム・電気・金属・プラスチッ
ク製品の製造など、さまざまな分野
の工業が発展しています。現在、地
場産業、ベンチャービジネス、情報
産業など新しい産業分野での進展が
見られます。また、近年は観光都市

鑁

阿

寺

としても著名で、
“藤の花”で有名な「あしかがフラワーパーク」や平成２年に復原・公開された日
本最古の総合大学「足利学校」などの観光地も近年訪れる観光客が増加しています。また、本年３
月に北関東自動車道足利インターチェンジが開通したことに伴い北関東自動車道が全面開通となり、
さらなる観光客の誘致が見込まれています。さらに、本年７月には新足利赤十字病院が開院し、群
馬・栃木の両県にまたがるここ両毛地域の医療拠点としてその役割がますます期待されています。
本市では、日本最古の孔子廟のある足利学校を“教育の原点”として捉え、様々な事業を展開し
ており、昨年４月からは市内の各小・中学校で『論語』の素読授業を開始し、
“音読”を通し確かな
道徳心と豊かな感受性を持つ子どもを育てることを目指しています。また、市内の中学校３校を
『小規模特認校』に指定し、各月２回を原則とした土曜日授業など特色ある学校教育を展開してい
ます。さらに、生涯学習の一環として足利学校を会場に昨年から『全国論語を読む集い』を多くの
参加者を得て開催し、儒教文化を全国に発信しています。
ぜひ一度足利市にお越しいただき、本市の歴史と文化を体感してください。
（足利市役所秘書広報課）
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会員事務所訪問コーナー

おじゃましま～す！

今月のおじゃましま～す！は宇都宮支部の久
我臣仁会員です。

今年はＡＤＲ特別委員会の副委員長になりまし
たが、久我会員が講師を務める「ＡＤＲ調停人養
成講座・法務研修」も好評なようですが？
「
（少し照）ありがとうございます。
法務研修の民法は、全ての法律の基本とも言う
べき法律です。ＡＤＲに限らず、通常の相談業
務を行う際でも役立ちますし、能力担保の上で
も必要な研修だと思います。
直接、申請や文書作成等の依頼には繋がらない
のですが、民法を通じて法律の構造を理解して
いれば、依頼者の信頼を得やすくなります。Ａ
ＤＲのスキルが行政書士など士業の通常の業
務に役立つ事を理解して頂きたいです」

氏 名：久我 臣仁（くが くみひと）
事務所：宇都宮市鶴田町５０７－１０
マコトビル１Ｆ
入会日：平成２１年１１月１５日

少し業務の話から離れて。仕事以外の時は何をし
て過ごしているんですか？
「弟の影響で、登山やマラソンが趣味です。今年
はスケジュールの都合で行けなかったのです
が、以前は富士山や谷川岳に登りました。マラ
ソンでは大田原マラソンに出場したりしてい
ます」

資 格 ◆宅地建物取引主任者
◆環境ＩＳＯ審査員補
◆上智大学法科大学院法務博士
上記の資格を見ただけでいったいどんな行政書
士？と興味津々ですが、主にどんな業務をしてい
るんですか？
「中小企業の経営者に対して、経営のアドバイス
をしています。経営に係わる書類作成等の相談
です。それにともなって、従業員の方の個人的
な問題・・・たとえば離婚や相続・家族問題に
ついてのカウンセリングなんかも行っていま
す」
経営者だけではなく従業員の方の相談にも？
「会社がうまくまわるのは、そこで働いている人
が元気でいるからこそ！従業員が悩みなく過
ごせるような環境ならば、必然的に会社も元気
になると思うんです」
宅建や環境ＩＳＯ審査員補の資格もお持ちなん
ですね。
「はい。大学院では特に環境法を学びました。こ
れらの資格が、『土地開発＝環境』としてこれ
からのまちづくりに不可欠になると思ってい
ます」

結構アウトドア派なんですねー。他には？
「僕は今年３７歳になるんですが、ガンダム世代
の末期なんですよ。僕の場合は、プラモデルを
集めたりというよりも、ストーリーの背景を法
律的に分析するのが好きです（笑）
。
あとは、インテリアにも興味があるので、東京
自由が丘の家具屋さんなどを見て回るのも好
きですね」
では、最後に今後の抱負を聞かせてください！
「今年、栃木県行政書士会の県理事になったこと
で『理事の仕事とはなんだろう？』と日々考え
ています。栃木会の会員の最大公約数的な共通
利益を図ることが出来るような理事でありた
いと思っています」

淡々と答える久我会員でしたが、内なる闘志は
燃えているようです！
今回は、お忙しい中ありがとうございました。

－5－

（支局長 川田 有美）

支局かわら版

日光ブランド情報発信センター

県営日光だいや川公園内に日光ブランド情報
発信センターが５月２８日にオープンしました。
このセンターは、日光連山の麓、世界遺産「日
光の社寺」を有し、大谷川や日光杉並木などの自
然、歴史に包まれたこの地から日光市が誇る多く
の資源「日光ブランド」を発信しています。

日光支部

④

観光紹介コーナー
歴史や自然、温泉に彩られた市の観光情
報を発信しています。
⑤ 商工業紹介コーナー
市が誇る伝統工芸や名産品を紹介販売し
ています。

施設の案内図
倉庫

総菜等
加工室

農林産物
直売
コーナー

地元農家の皆さ
んが作った新鮮
で安心・安全な
米や野菜、果物、
キノコ、花卉、
それらを使った
加工品などを販
売しています。
② 総菜等加工室
旬の農産物を調理した軽食や総菜メニュ
ーを提供し、市の食や農林業をＰＲするとと
もに身近な食材の新しいレシピを提案して
います。
③ アイスクリーム加工室
牛乳とイチゴや
ブルーベリーな
ど地元の食材を
使ったイタリア
ンジェラートを
製造・販売して
います。

アイス
クリーム
加工室

商工業
紹介
コーナー

事務室

施設の概要
○ 建物等
建物や置かれている木製品には木の香り、
木のぬくもりがあふれる日光市産木材が
使われています。
○ 運営
一般財団法人 日光市農業公社が運営し
ています。
○ 各種のコーナーを設置
① 農林産物直売コーナー

観光紹介
コーナー

入口
廊

入口

入口

回

休憩室

トイレ

ガーデンレストラン
だいやの森

周辺案内図
至鬼怒川

日光ブランド情報
発信センター

東武日光駅

東武日光線

下今市駅

日 光 駅
日光街道

至宇都宮

ＪＲ日光線

今市駅

おいしい水・空気・豊かな森で育まれた四季
折々の日光の恵みを紹介しています。日光方面に
お越しの際はぜひお立ち寄り下さい。
（支局長 手塚志郎）
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日光ブランド情報発信センター
日光市瀬川 844 番地（日光だいや川公園内）
電話番号：0288-25-7212
営業時間
午前 9 時～午後 5 時 00 分
（11 月～3 月は午後 4 時閉館）
休館日：年末年始（12 月 31 日～1 月 5 日）

支 局 情 報
【宇都宮】

宇都宮市長 佐藤栄一氏を招いて
９月２２日（木）午後１時より、行政書士会館
２階にて第３回役員会が開催された。各部からの
事業活動について報告があった。

◎総務経理部
会員の親睦をはかるための事
業として支部による研修旅行実施の報告があった。
実施日程は１０月１５日（土）から１６日（日）
。
場所は四万温泉。参加人数は２９名。担当役員と
して、楽しみながらつつがなく１泊を終えたいと
心から願っている。
◎業務指導広報部 すでに終了した研修と今後の
研修の日程と内容について報告があった。次回は
１１月に「外国人として生きること」と題して国
際交流協会の関係者を講師として招き、お話を聞
くこととしている。外国人が日本で住むというこ
との実態をお話しして下さる予定だ。翌年１月に
は小平会員を講師として「男女関係に関する若干
高度な諸問題について」と題し、内容証明等の作
成について考える。内容証明は使う場面、文面、
とても気を遣う業務である。よく聞いて身につけ
たいと思う。
無料相談事業は毎月定例のものの他に１０月
２３日開催の宇都宮城址まつり、フェスタｉｎパ
ルティ（１１月１２日開催）などが予定されてい
る。
◎制度推進部
７月に行われた「震災お困り
ごと無料相談会」の報告と行政書士制度広報月間
協力のためポスター配布担当一覧表が配布された。
その他として、①１１月６日（日）スポレク「エ
コとちぎ」への協力、②市民公開講座への協力と
内容について報告があった。市民公開講座の内容

は成年後見制度の講座が賛成多数となった。場所
や講師の選任については後日となった。
③宇都宮市における知的資産経営報告書の導入に
ついて久我会員から提案があり、詳細については
松岡会員から説明があった。茨城県、京都府では
既に条例化されており、
中小企業の経営の安定性、
成長の発展性を図るために知的資産経営報告書を
利用している。中小企業の経営支援と行政書士の
業務開拓として導入していけるよう検討していき
たいとのことであった。
引き続き、日政連の幹事会が開催された。本日
は宇都宮市長佐藤栄一氏の講話が設けられた。
市長は軽やかな服装で颯爽と入ってこられ簡
単な挨拶の後、現在の宇都宮市が県の中で置かれ
ている立場や財政状況など、データを基にわかり
やすく、かつテンポよく説明して下さった。

最後は今後の課題として人口の減少、高齢化社
会への対応策、ネットワーク型コンパクトシティ
の形成について話された。それぞれの地区が選ん
だ交通機関を配備し、高齢者でもより生活しやす
く、誰もが宇都宮中を移動できるよう実現させた
いと熱く語っておられたのが印象的であった。
忙しい中、時間を割いていただいた市長には心
より感謝を申し上げたい。
（支局長 竹島尚子）

宇都宮商工会議所震災無料相談会開催
９月３０日（金）午前１０時より、宇都宮商工
会議所２階大会議室において、東日本大震災に関
する無料相談会を開催した。宇都宮支部による震
災に関する無料相談会は、清原地区市民センター
に続いて２回目となる。
相談件数は６件で、津波で廃車となった自家用
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車の取扱いや被災証明について等の震災に関する
ものの他、相続や事業の法人化など、多様な相談
が寄せられた。

今回の相談会実施に当たっては、会場の提供の
みならず、会員への告知等、宇都宮商工会議所の
全面的なご協力を頂いた。関係者の皆様に深く感
謝申し上げたい。
（副支部長 田代昌宏）
【佐 野】

「さの国際交流ニュース」に
佐野支部会員が掲載されました！
佐野支部では、須永会長が佐野支部長であった
頃より国際交流関係には力を入れており、その一
環として佐野市国際交流協会へのバックアップを
おこなうべく現在体制を整えています。

この度、同協会が発行する会報「さの国際交流
ニュース」に、石田稔会員と尾花直会員が掲載さ
れましたのでご紹介いたします。
佐野市国際交流協会は、在住外国人のための交
流会、語学講座の開催、海外派遣や受入、法律相
談といった活動をメインに行っている団体であり、
佐野支部からも数名が会員として加入しています。
平成２１年に佐野市で開催された国際交流フェ
スティバルでは、
「外国人のための困りごと相談」
ブースが特設され尾花会員が数件の相談を受けま
した。また、月に１度、協会の事務所で行われる
「外国人特設相談」にも相談役として会員が参加
しております。
今回掲載されている会報では、
“行政書士にな
るには？”
“行政書士の業務とは？”などの質問に
石田会員・尾花会員がわかりやすく答えた上で、
行政書士が外国人にとってとても関わりが深く、
なおかつ相談しやすい身近な存在であることも説
明しています。
佐野市には、現在２０００人を超える外国の方
が暮らしており、外国人であるが故の困りごとも
たくさんあることと思います。
一般の方、ましてや外国人の方には「行政書士」
はまだまだ馴染みのない職業なのかもしれません
が、今回のインタビューで、行政書士が国際業務
においていかにお役に立てるかがアピールできた
のではないでしょうか？

（支局長 川田有美）
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【塩 那】

ました。
当日は天気もよく、雄大な川と観光やなが見下
ろせる席を用意していたため絶好のロケーション
で、また、広報活動の一環として、栃木県行政書
士会ののぼりをあげていたので周囲の目を引き付
けることができたそうです。
会員１１名と家族で総勢１５名が参加し、支部
長より県理事としての活動や、今後の支部活動予
定などを報告し、アルコール０．００％のビール
で乾杯したのち、
各会員が近況や、
仕事の話など、
情報交換に花が咲いた模様。

第１回塩那支部研修会 開催

塩那支部では、８月２７日（土）に喜連川かん
ぽセンターにおいて、第１回塩那支部研修会を行
いました。
第１部：土地利用のあれこれ
講師：佐藤栄一会員
開発行為の全体像から受任に至る経緯、作業工程
などを実例を交えて概略を解説し、その後質疑応
答がありました。
開発行為の業務について経験したことのない会員
も多く、大変勉強になりました。
第２部：座談会「失敗に学ぶ行政書士業務」
昨年度の好評に引き続き、会員同士で自己の失敗
談やその失敗から得た知識や経験をシェアし研鑽
を高める目的で座談会という形式で研修を行いま
した。
議題は、個人情報保護の観点から相続問題、報
酬の受領や営業についてまで、その他さまざまな
問題点を取り上げ、予定した時間をオーバーする
ほど活発に意見交換が行えました。
また、失敗談と解決法を会員同士が話し合うこ
とで、いかに行政書士の業務が責任が重く、日々
の知識や経験の積み重ねが重要かを再認識できる
ものとなりました。
（支局長 植木智美）

お料理は鮎の塩焼きを中心に、季節の料理ひと
とおり高価なメニューを頼んだので、食べきれな
いお料理はＷ会員の用意したパックでお持ち帰り
したとのこと。
準備万端、状況予測のできるＷ会員は行政書士
の鏡かもしれません（笑）
。
次回は、是が非とも私も参加します。
（支局長 植木智美）

【那 須】

無料相談会実施

支部情報交換会および懇親会
塩那支部では、９月１８日（日）に那珂川町高
瀬観光やなにおいて支部情報交換会および懇親会
を行いました。
残念ながら、私は前日の雨により小学生の娘の
運動会が延期となり、本会に出席することができ
なかったため、参加された支部長から模様を伺い

那須支部では、８月２８日西那須野公民館、９
月４日に大田原勤労総合福祉センターにおいて、
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遺言・相続・成年後見制度にテーマを絞った無料 【足 利】
相談会を実施致しました。
足利支部理事会開催
相談内容については、特定者への相続が６件、
具体的な相続手続きの方法が３件、
遺産分割１件、
遺言書の作成方法１件、成年後見関係１件、相続
と節税に関する問題１件、合計１４件のご相談が
ありました。ただ、相続・遺言・贈与・成年後見
は、それぞれ密接な関係にありますので、実際に
は「遺言のみ」等の限定的な内容は、多くはあり
ませんでした。
また、今回は、
「特定の方への相続（贈与）
」と
いうような相談内容が多かったように感じます。
これは、３月に発生した東日本大震災の影響なの
か、
「自分に万一のことがあった場合」を、改めて
９月１６日（金）午後６時より市民プラザにお
考えた方が多かったのかもしれません。
いて足利支部理事会が開催され、以下の二点が協
議された。
○足利商工会議所 無料相談会について
相談内容は特に限定せずに、足利支部の行政書士
が様々な相談にあたる。
相談を希望される方には、
事前に電話かＦＡＸで足利商工会議所へ申し込ん
でいただく。
開催日時：１０月７日（金）
午前の部 １０時～１２時
午後の部
１時 ～ ３ 時
告知方法：商工会議所ニュースに掲載、商工
会議所の窓口にてチラシを配布
○支部研修会について
１２月に、
「行政書士が作成できる書面・作成で
そのため、遺言についての関心も、現在高まっ
きない書面」についての研修を行う。行政書士が
ているようです。弁護士はもちろん、銀行などで
作成できる書面については、契約書を中心に学ぶ。
も遺言書に関係する業務を取り扱っているという
ことで、クローズアップされています。この機会
に、行政書士が遺言書に関係する業務を扱ってい
ることをアピールできれば、隠れた需要の受任に
繋がるのではないかと考えられます。
また、現在はメディアで取り上げられることが
少なくなりましたが、相続税についても心配され
る方が多いようです。法改正もありますので、私
たちも正しい情報が提供できるように、常にその
時期に合わせた正しい知識を得ておかなければな
らないと感じました。
（支局長 岩本正代）
（支局長 冨田倫子）
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前月号の「はやぶさ」に引き続き、今度は私か
ら宇宙ネタです。先日、アポロが着陸した跡が月
面に残されていることが報じられていました。ま
た月が少しずつ地球から離れつつあることも。
いつもだったらサラリと見逃してしまうはず
のそのニュースを見て、なんとなく感慨深くなっ
た私がいます。なぜなら、９月２２日、月の土地
をパートナーと共有で約２４００坪ほど購入して
いたからです。

この宣言書に対しての異議申し立て等が無か
った為、LunarEmbassy.LLC（ルナ・エンバシー
社：ネバダ州）を設立、月の土地を販売し、権利
書を発行するという「地球圏外の不動産業」を開
始しました。
ただし、現在のところ、世界的に地球圏外の財
産について、これ以上は法的な整備が整っていな
い状況です。もちろん今後、世界的に法律を整備
しようとなった場合、権利の保証はありません。
要は、法整備がされない今のうちに「月の土地を
所有していること」をお楽しみくださいという商
品です（笑）
。
なんだ、やっぱりそんな話か、と笑われてしま
うかもしれません。しか～し、地球から遥か３８
万キロの彼方に浮かぶ衛星"月"。人類は常に見つ
め続け、
月に見守られてきました。人類未踏の地、
月面へと降りたいという夢は１９６９年７月アポ
ロ１１号によって成し遂げられました。そして 21
世紀！いよいよ宇宙旅行が実現できる時代の到来
と言われています。
私たちにとって、月とは何でしょう？
さて、この月の土地。５年ほど前から話題にな それは、希望やロマンス、達成、変化、それら全
っていてご存知の方もいらっしゃると思いますが、 てのことのシンボルです。しかも、夜道を明るく
「この人何を言っているんだろう」とお思いの方 照らしてくれさえします！
もいらっしゃると思いますので、月の土地につい
自分で所有するも良し、また家族や恋人お友だ
てちょっとご説明を。
ちなど愛する人に、月の土地をプレゼントするも
月の土地を販売しているのは、アメリカ人のデ 良し、大切な誰かと共有する財産が月の土地なん
ニス・ホープ氏。 （現アメリカルナエンバシー社 て素敵だと思いませんか。
CEO）同氏は「月は誰のものか？」という疑問を 満月の夜空を見上げるのがきっと楽しくなると思
持ち、法律を徹底的に調べました。すると、世界 いますよ。
に宇宙に関する法律は１９６７年に発効した宇宙
条約しかないことがわかりました。この宇宙条約
では、国家が所有することを禁止しているが、個
人が所有してはならないということは言及されて
いなかったのです。この盲点を突いて合法的に月
を販売しようと考えた同氏は、１９８０年にサン
フランシスコの行政機関に出頭し所有権の申し立
てを行ったところ、正式にこの申し立ては受理さ
れました。これを受けて同氏は、念のため月の権
利宣言書を作成、国連、アメリカ合衆国政府、旧
ソビエト連邦にこれを提出。
（塩那支部支局長 植木智美）
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栃木県行政書士会カレンダー（１１月）
日
1 火
2 水

3
4

木
金

7
8
9

月
火
水

10
13
14

木
日
月

15

火

16

水

17
18
20

木
金
日

21

月

24
25
27

木
金
日

28
30

月
水

予

定

時
間
13:30~
10:00~12:00
14:00~16:30
13:00~16:00

主
催
成年後見特別委員会
総務部
栃木県行政書士会
足利支部

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

塩那支部
関地協特別委員会
総務部
栃木県行政書士会
業務開発部
総務部
国際業務研究会
広報部

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

ADR 特別委員会
宇都宮支部
総務部
業務研修部
ADR 特別委員会
小山支部

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

制度推進部
総務部
足利支部

15:00~17:00

宇都宮支部

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)
綱紀委員会
13:30~
宇都宮支部研修会
13:30~15:30
「外国人として生きること・・・外国人女性はこう考える」
（於：栃木県行政書士会館２階）

宇都宮支部

成年後見特別委員会
登録説明会
行政書士試験監督員説明会①
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）
無料相談会（於：矢板市「ともなり祭り」会場）
関地協特別委員会
総務部会
行政書士試験監督員説明会②
業務開発部会
ＴＩＡ相談会
国際業務研究会
編集会議
行政書士試験
ＡＤＲセンターとちぎ説明会
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）
新入会員オリエンテーション
行政書士基礎講座「はじめての国際関係業務」
ＡＤＲ調停人養成 初級編第３回
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）
制度推進部会
登録説明会
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）
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)
関地協連絡会（於：エピナール那須）
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綱紀委員会
宇都宮支部

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

575
581
585

H23.9.1
H23.9.1
H23.9.2
H23.9.2

単位会会長・所在地等一覧（最新）の送付について
「エンジェル税制のご案内」について
地協のＡＤＲ事業活動に対する助成費について
平成 23 年度全国研修＜10 月期＞について
平成 22 年度新規著作権相談員名簿に基づく、著作権相談員カー
ドの送付
平成 23 年度インターネットによる研修について
専門員選任に関する了承依頼について
平成 23 年度コンプライアンス研修の開催について
日行連発第 450 号に係るご連絡について
（行政書士広報月間無料相談）
平成 23 年度 9 月分 会費納入について（お願い）
会長会での意見交換テーマについて（通知）
常任理事会の議事録について（8/3,4 開催）
「行政不服申立制度の改革方針に関する論点整理（第２版）」に
関する各単位会における意見提出に係る報告について（お願い）
内閣府による「国民の声」募集に係る規則・制度の見直しに関す
る意見募集について
トヨタアドミニスタ㈱からの車庫証明業務等に係るアンケート
について
平成 23 年度著作権相談員養成研修及び名簿集約に係る取り扱い
について
日本行政書士会連合会慶弔見舞金規則に基づく支給について
全国運輸交通担当者会議の開催について
平成 23 年度全国研修＜10 月期＞の開催について
平成 23 年度 全国総務部長会議の開催について
震災義援金の第三次支給に関するお知らせ
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」の新規利用及び更新を希望する会員の取
りまとめについて(お願い）
日行連パンフレット増刷分の配布について
平成 23 年度会長会「決議」の送付および公表について
台風 15 号による被害状況について
日本行政書士会連合会事務局の体制について
単位会規則集の提供について

H23.9.2
539
590
594

H23.9.5
H23.9.5
H23.9.5

事務連絡

H23.9.5

602
603

H23.9.8
H23.9.8
H23.9.8

606

H23.9.12

607

H23.9.12

612

H23.9.12

621

H23.9.12

632
639
640
655
633

H23.9.14
H23.9.14
H23.9.14
H23.9.16
H23.9.22

673

H23.9.22

675
680

H23.9.22
H23.9.22
H23.9.28
H23.9.28
H23.9.28

687
700
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備考

正副会長の動き

9/ 1(木)
9/ 2(金)
9/ 5(月)
9/ 7(水)
9/ 8(木)
9/ 9(金)
9/10(土)
9/12(月)
9/13(火)
9/14(水)
9/20(火)
9/22(木)
9/26(月)
9/27(火)
9/28(水)
9/30(金)

日 時
13:30～16:30
15:00～17:00
10:30～12:30
14:00～
13:30～16:00
15:30～17:00
13:30～15:45
15:30～17:00
13:30～15:30
6:00～20:30
12:00～
10:30～11:30
13:00～
9:30～16:00
14:00～
10:00～16:00
13:00～14:00
9:30～14:00
15:00～
15:00～16:30
14:00～17:00

行 事
財務経理部会
宇都宮市公共交通シンポジウム
三役会兼支部長会
宇都宮車庫証明申請センター総会
成年後見特別委員会
業務研修部会
業務開発部会
三士会
広報部会
福利厚生旅行
三士会ラジオ収録
制度推進部
日行連 平成 23 年度会長会
委託事業についての依頼
宇都宮支部理事会
正副会長会
県議会訪問
日行連 第一業務部会
法務大臣訪問
ICT 特別委員会
関地協会長会

出席者
小林
会長、手塚
全員
会長
押野
手塚
会長、手塚
会長、田渕
押野
全員
会長
田渕
会長
会長
会長
全員
会長、青木
会長
会長
小林
会長、青木

内 容・場 所
事業の進捗確認
宇都宮大学
行政書士広報月間について他
エピナール那須
事業計画
下期の事業について等
事業の進捗確認
栃木県司法書士会
会報の編集校正等
東京都内
栃木放送
代理権に関する打合せ
グランドホテル浜松
県内商工会議所
宇都宮市長講話
下期の事業について等
日行連 会議室
関地協 国際業務連絡会
下期の事業について等
東京会合同相談センター

平成 23 年地価調査結果の資料について
～栃木県総合政策部より～
栃木県総合政策部より平成２３年地価調査結果の資料が１冊届きました。事務局でご覧いただくことがで
きます。
この資料は、県庁２階（県民プラザ）で頒布しています。
また、栃木県ホームページにも掲載（印刷可）されています。
◆ http://www.pref.tochigi.lg.jp/a03/town/tochi/chika/chousa.html

平成 23 年度版 経営規模等評価申請及び総合評定値請求の手引に
ついて
～県土整備部より～
県土整備部より「平成２３年度版 経営規模等評価申請及び総合評定値請求の手引」が届きました。ご希
望の方は、事務局窓口にあります。郵送も承っております（送料￥２００をご負担下さい）
。
※数に限りがありますので、ご了承下さい。
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ゴルフ愛好会ゴルフコンペ開催
り感謝を申し上げます。
総勢７名という少人数ではありましたが、この
日は天候も良く、
広大なコースでのプレーに、
日々
の業務のご苦労から解放され、それぞれに満足さ
れたイベントになったと、勝手ではありますが心
からそう思います。
結果については、優勝・木村久夫会員（宇都宮
支部）
、準優勝・相馬信一会員（那須支部）
、第３
位・綾部一成会員（栃木支部）
、ドラコン賞はダン
トツの飛距離で綾部一成会員、ニアピン賞は木村
久夫会員でありました。
また開催したいと思いますので、皆様のご参加
をお待ちしております。
結びに、参加会員の皆様、ありがとうございま
した。
（発起人 青木勇夫）

去る９月１５日（木）、宇都宮市にある宇都宮
ロイヤルゴルフ倶楽部で、行政書士有志による愛
好会のゴルフコンペを行いました。日々たいへん
お忙しい中、参加していただいた会員各位に心よ

ゴルフコンペ結果（新ペリア・トリプルボギーカット）
賞

氏名（支部）

グロススコア

ハンデ

ネットスコア

優 勝

木村久夫（宇都宮支部）

91(OUT44,IN47)

15.6

75.4

準優勝

相馬信一（那須支部）

91(OUT44,IN47)

15.6

75.4

第３位

綾部一成（栃木支部）

95(OUT48,IN47)

18.0

77.0

※同ネットスコアの場合、年長者上位。

交差点
車庫証明宇都宮センター定期総会開催
平成２３年度の定期総会が９月２日（金）エピ
ナール那須にて開催された。会員数４５名のとこ
ろ、出席した２０名（委任状出席１８名）により
慎重に審議され、全議案が承認された。
質問・要望では今後の車庫証明業務の展望及び
対策について、特にＯＳＳへの対応について多く
の意見が寄せられた。震災の影響等もあり、先行
きが不透明な点が多く対応が難しいところではあ
るが、情報収集に努め、適宜対応をしていく予定
である。
閉会後は懇親会で盛り上がり、会員、補助者、
職員間で交流を深めた。
（副センター長 田代昌宏）
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行政書士基礎講座

第７回

業務研修部主催

○開催日時

平成２３年１１月１５日（火）１３：３０～１５：３０

○開催場所

栃木県行政書士会館２階

○研修項目

はじめての国際関係業務

○講

行政書士

師

○受 講 料

深見

史

無料

ＡＤＲ調停人養成

初級編

第３回（計３回）

ADR 特別委員会主催

○開催日時

平成２３年１１月１６日（水）１０：００～１６：００

○開催場所

栃木県行政書士会館２階

○研修内容

裁判外紛争解決手法を学ぶ研修です。

○講

師

行政書士

○受 講 料

５００円

募

集

土方

美代

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

１１／１５

行政書士基礎講座

１1／１6

ＡＤＲ調停人養成
初級編

申込

受講料

第７回
第３回

〆切

申込

ﾃｷｽﾄ
申込

無料

11/8

－

500 円

11/11

－

昼食
\500
程度

－

支部名
氏

名

ＦＡＸ

宇都宮支部研修会のお知らせ
国際業務研修
「外国人として生きること…
外国人女性はこう考える」
講

他支部の方も参加できます！
お申込みは、研修名・実施日・支部名・会員
名を明記の上、ＦＡＸにて 11 月 25 日(金)
までにお申込みください。
※宇都宮支部ホームページ「会員連絡用」に
申込書を掲載する予定です。
ＦＡＸ ０２８－６３５－１４１０

師：田島亮子（栃木県国際交流協会・主任）
山口信子（栃木県国際交流協会ボランティア通訳）
日 時：１１月３０日（水）13:30～15:30
場 所：栃木県行政書士会館２階
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ADR 特別委員会

【ＡＤＲセンターとちぎ】始動に伴う登録調停人の募集について
当会では、既存の県民行政手続相談センターにて、相続・離婚問題から許認可関係まで様々な県
民の相談に対応してきましたが、案件内容によっては、公平中立な第三者をいれ、当事者間での冷
静な話し合いにより、新たなトラブルの防止や自主的な問題解決の糸口が見つかるケースも多々あ
りました。このような現状を考慮し、【ADR センターとちぎ】の愛称のもと、より一層の機関の充
実を図っていきたいと考えています。
つきましては、登録調停人の増員強化を図りたく、募集いたします。
募集人数
募集条件

若干名
①

平成 22 年度に一定以上の ADR 法務研修及びメディエーション研修を修了、もし
くは平成 23 年度 ADR 研修会を受講する方。

②

①と同等以上の能力を有すると認められる方。
（但し、入会後 5 年以上、その業務に精通し、経験実績のある方）

応募方法
※

下部申込用紙に支部名、会員名をご記入の上 FAX にてお申し込み下さい。

業務内容等の詳細は 11 月 14 日（月）10 時 30 分からの業務事前説明会でご説明致します。
申
支部名

講演会

込

用

紙

会員名

「とちぎの元気づくり」と宇都宮市の活性化

開催のご案内

＜六団体連絡協議会主催＞
毎年、当会は「六団体連絡協議会」として栃木県土地家屋調査士会、(社)栃木県宅地建物取
引業協会、(社)栃木県建築士会、(社)栃木県建築士事務所協会、(社)栃木県測量設計業協会と連
絡協議会を設けております。
この協議会は、土地・建物等に係る諸問題を解決し、相互の連携と研鑽による社会への貢献
を目指す目的で組織されました。
今回標記テーマの講演会を開催することとなりましたので、多くの方にご参加いただきたい
と思います。
○日 時
平成 23 年 11 月 18 日（金）15：30～17：00
○場

所

栃木県総合文化センター・メインホール

○対

象

各団体の会員及び一般市民

○講

師

栃木県知事

福田

富一 氏

こちらにご記入の上、ＦＡＸ（０２８－６３５－１４１０）にてお申し込みください。

支部名

会員名
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栃木県行政書士会員の動き
【入 会】

（平成 23 年 9 月 30 日現在）

支部・氏名

入会年月日
登録年月日

郵便番号

H23.9.1

3270324

佐野市山形町 511

0283-65-0847

H23.9.1

3200856

宇都宮市砥上町 151-4

028-648-1333

H23.9.15

3200867

宇都宮市大寛 2-1-24
ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ大寛 103

028-680-5370

佐 野
飯田 昌文
宇都宮
伊藤 好昭
宇都宮
清水 正彦

事

務

所

電

【退 会】佐藤進一会員と安納攸昌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
氏 名

話

備 考

退会年月日

備 考

那 須

佐藤 進一

H23.6.24

死 亡

宇都宮

安納 攸昌

H23.8.14

死 亡

小 山

福田 利明

H23.9.30

廃 業

宇都宮

上吉原祥泰

H23.9.14

廃 業

小 山

石川 圭一

H23.9.30

廃 業

塩 那

柿沼 久夫

H23.9.30

廃 業

宇都宮

鈴木 宏昌

H23.9.29

廃 業

【変 更】*市町村合併に伴う変更
支 部
氏 名
変更事項
日 光
佐伯 民夫
*事務所
事務所
宇都宮
小山 靖夫
電話番号

変 更 内 容
日光市並木町 18-1
宇都宮市新町 1-7-12
028-639-7339

会費の納入について
１０月は会費の納入月です。口座引き落と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、８月末日を過ぎた方（訂正による再提出を含む）は、
今回 T-NET 経由で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 経由での引落しにな
ります。
引落し日 T-NET 申込の方
１０月２７日（木）
T-NET 申込されていない方
１０月２５日（火）

編
集
後
記

今期から広報部担当となり責任の重さ
を感じる日々が続いています。
会報は、配布事業などにより多くの一般
の方にも読まれるようになりましたので、
会員と一般の方それぞれに有益な情報を
提供できるように努力していきたいと考
えています。
皆様のご協力をお願い申し上げます。
（広報部 倉持友弘）

行政書士とちぎ１０月号 №418
発行人
〒3200046

栃木県行政書士会 会長 須永 威
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
印刷所
有限会社 高久印刷
（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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