副会長になって

副会長 田渕 徹

今年度の栃木県行政書士会定期総会において、栃木県行政書士会役員選任規則に従い
第１ブロック（那須支部・塩那支部）から執行役員の互選により副会長に選出されまし
た。
その後の半年は、東日本大震災に関する対応、栃木県行政書士会理事会、日本行政書
士連合会総会、商工会議所無料相談会、三士会無料相談会、関東地方協議会連絡会（平
成２３年１１月２４日、同２５日ホテルエピナール那須にて開催）等々の行事が続き、
とまどいながらも改めてそれぞれの組織内容やその関連性、行事等の意義を確認する毎
日でした。
それでは、「行政書士とちぎ」１１月号の小林幸雄副会長に続き、私が担当する制度
推進部とＡＤＲ特別委員会について、ご紹介いたします。

制度推進部
栃木県行政書士会会則施行規則（抜粋）
制度推進部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
（1）行政書士制度の推進及び啓蒙に関すること。
（2）社会貢献に関すること。
（3）行政書士の職域の確保に関すること。
（4）非行政書士の排除に関すること。
（5）上記事務をつかさどる為に必要なこと。
具体的には、三士会無料相談会開催、行政書士制度広報業務、行政書士代理権に関す
る栃木県との協議、非行政書士に関する対応等を行っています。

ＡＤＲ特別委員会
ＡＤＲ特別委員会は、ＡＤＲ法に基づく認証に向け調停人養成講座としてメディエー
ション研修及び法務研修を続けています。平成２４年にはＡＤＲ法改正が行われる予定
であり、その改正に何時でも対応できるよう準備を継続しています。
また、「行政書士とちぎ」今月号Ｐ１７に「ＡＤＲについて」が掲載されていますの
で、是非、ご一読ください。
まだまだ、副会長の仕事が続きます。職を全うできるよう皆様のご指導・ご協力をよ
ろしくお願い申しあげます。
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栃木県行政書士会
日行連関東地方協議会連絡会 in Nasu
１１月２４日（木）～２５日（金）ホテルエピ
ナール那須（那須郡那須町高久丙１）において、
平成２３年度日本行政書士会連合会関東地方協議
会（以下、関地協）連絡会が開催された。関地協
は１都１０県（東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、
群馬、山梨、長野、新潟、静岡、栃木）で構成さ
れている。今回は栃木会が当番会であるため、各
単位会の皆様をお招きし、総勢約１２０名での連
絡会開催となった。
【１日目】
開会式が行われ、須永威関地協会長による挨拶
の後、本会の手塚副会長と田渕副会長が、それぞ
れ栃木のＰＲ、連絡事項の伝達を行った。
その後、業務ごとに各会場に分かれ、分科会が
行われた。
第１分科会
第２分科会
第３分科会
第４分科会
第５分科会
会長会

国際業務部門
運輸業務部門
環境業務部門
総務部門
受託業務部門

１日目のメインとなる分科会は、各業務に関す
る情報交換や、問題点についての研究などを目的
としたもので、各業務に通じた担当者が意見を交
わした。他県の状況を知る貴重な機会であり、今
後の会務運営にも大いに役立つことと思われる。
１８時より開催された懇親会では、来賓として
高久勝那須町長が出席され、歓迎の挨拶をいただ
いた。会場では、本会の関比佐江会員が所属する
大正琴グループ（ハープ＆ハーツ）の皆様による
演奏や、山本昭子会員による「どじょうすくい踊
り」の実演・指導で、大いに盛り上がった。

【２日目】
午前中に全体会が開催され、１日目に行われた
分科会についての報告が各担当者より行われた。
この報告については後ほど資料を作成し、各単位
会に送付する予定となっている。
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福田富一知事

高久勝那須町長

北山孝次日行連会長

須永威関地協会長

続いて行われた日行連関東地方協議会連絡会議
では、北山孝次日行連会長より、日行連の当面の
諸問題及び事業の説明が行われた後、各単位会か
ら寄せられた日行連に対する要望・意見等につい
ての回答があった。
来賓挨拶では福田富一知事が本県の現状を説明
され、歓迎と感謝の言葉を述べられた。特に県北
地域は震災の影響が続いていることもあり、今回
の那須での開催は、栃木の安全性をアピールする
上で何よりの励みである、とのことであった。

懇親会で大正琴を演奏してくださった
関比佐江会員とハープ＆ハーツの皆様

山本昭子会員の指導でどじょうすくいに挑戦！
（ステージ左から手塚理恵栃木会副会長、田尻鉄矢東京会副会長、
関口隆夫埼玉会副会長、住吉和夫栃木会名誉会長）

今回の関地協連絡会開催に当たっては、早期に
「関地協連絡会特別委員会」を立ち上げ、会長、
副会長をはじめ、各担当役員、会員、事務局が一
丸となって準備に当たってきた。大きなトラブル
もなく終了できたのは、この周到な準備あっての
ことと思われる。報告書の作成等、まだ作業は残
されているものの、とりあえずは会としての一大
事業の成功を喜びたい。
（広報部 田代昌宏）
皆様お疲れさまでした！

支 部 長 紹 介

まず、小山支部の現状について報告します。５
年前の時点で、
小山支部の会員数は宇都宮、
栃木、
足利についで４番目でしたが、
現在９１名を数え、
２番目の支部へと発展してきました。
登録年数で見た属性では、５年未満の会員が３
５％を占め、６年から１０年が２０％、１１年か
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小山支部長

松本 伸一

ら２０年が１５％、２１年以上が３０％となり、
偏在が顕著であります。会員の平均年齢は５７歳
であり、
他士業の兼業者は４１名という状況です。
支部の活動では、「法の日無料相談会」は支部
独自の広告等が功を奏し、三士会合計で１００件
程の相談件数がありました。今後とも三士会小山
支部の連携を継続していきたいと思います。
また、現在小山市及び野木町で月に一度「行政
書士無料相談」を開催していますが、今後下野市
においても開催できるよう取り組んでまいります。
支部の活性化の為には、やはり総会、研修会、
その他活動への参加者を増やすことが不可欠です。
特に若い会員の方には、支部の一員であると自覚
していただき、積極的に参加していただきたい。
現在支部長２期、３年目ですが、今より少しで
も進歩して次の世代に引き継ぎたいと思います。
ご指導、ご協力よろしくお願いします。

今月の表紙：弁天池と「さのまる」

わがまち自 慢

―佐 野 市 ―

とどけます 佐野ごころ
佐野市といえば、「佐野らーめん」や「佐野プレミアム・アウトレット」を想像する方がほとん
どではないでしょうか。ところがそれだけではないのです！！
佐野市では、豊かな自然環境や佐野市で生み出される産品、あるいは歴史・文化など佐野市が持
つ多種多様な地域資源をブランド化し、全国に発信することで、佐野市のイメージアップと地域経
済の活性化を図るため、佐野ブランド化を推進しています。
ブランドネームは「とどけます 佐野ごころ」です。佐野らしさを表すシンプルなワードです。
ブランドキャラクターは「さのまる」です。佐野らーめんのお椀の笠、佐野名物「いもフライ」
の剣を持った侍です。まーるい笑顔で佐野を住みやすくする、佐野が一丸となる、などの理由で「さ
のまる」となりました。現在は、市内外のイベントに引っ張りだこです。Ｔシャツ・マグカップ・
キーホルダーなどのグッズをイベントの折に販売しており、おかげさまで好評です。
佐野ブランド認証品については、おなじみの佐野らーめん・いもフライをはじめ地酒など１２品
目を認定しました。現在、第２回目の認証作業に入っており、伝統工芸・特産品に加え、自然・風
土・歴史・文化・観光などの認証も行う予定です。

佐野らーめん

いもフライ

また、佐野ブランドキャラクター「さのまる」および佐野ブランドの情報発信を推進することを
目的とした「さのまる応援隊」を発足しました。１２月１日現在で、県内外の５０の事業所や団体
の方々が加入しています。今後、応援隊の皆さんには、各種イベントなどで積極的に「さのまる」
や佐野ブランドを活用していただき、より「佐野市」が認知されることを期待しています。
さらに、佐野ブランド大使としてロックシンガーのダイアモンド✡ユカイさんを任命しました。
市の主催するイベントに積極的に参加して集客に大きく貢献していただいています。また、多くの
テレビ番組に出演し佐野市を全国にアピールしています。
佐野ブランドが続々と誕生しています。どうぞ佐野市に訪れて「佐野ブランド」を堪能してくだ
さい。
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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、小山支部の
谷田部智子会員の事務所を訪問しました。

おじゃましま～す！

がお気に入りです。CD などではなく、コンサー
トで聴くのが好きです。
また、
ロックも聴きます。
矢野顕子さんがお気に入りです。
特技は、キーボードのブラインドタッチです」
今後の抱負は？
「社会の変化に柔軟に対応し、経営者の方々や農
家の方々等のニーズにしっかり対応して参りたい
です。また、お客様をよりよい未来へとサポート
できたら、
とも考えます。
仕事の質だけではなく、
人間としても信頼されたいです」

氏 名：谷田部 智子（やたべ ともこ）
事務所：下野市石橋８６７番地３
入会日：平成２１年７月１５日
入会の動機は？
「新商品開発の補助金申請をする方があまりいら
っしゃらなかったのですが、この分野にニーズが
あると感じましたので、行政書士として活動し、
補助金申請のお手伝いをして参りたい、と考えた
からです」

モットーは？
「あきらめず、しつこく結果にこだわる、です。
また、
お客様と二人三脚で取り組んでいくことも、
私のモットーとしております」
行政書士になって良かったことは？
「行政書士業務もできるようになりましたので、
中小企業の会社にとって、さらに役立つ専門家と
なることができました」
趣味・特技は何ですか？
「趣味は、絵画鑑賞と音楽鑑賞です。絵画は、ゴ
ッホやピカソ、モネの作品が、特に好きです。鑑
賞をするために、国立新美術館にも参ります。音
楽は、クラッシック。コントラバスやチェロの音
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制度推進部より

主要な業務は？
「補助金申請です。なお、経営コンサルタントと
しての今までのノウハウを用いて、市場調査や農
業の６次産業化プランナーも行なっております」

谷田部会員は、栃木県庁勤務時代、先輩や同僚
から「ヤタベンチャー」と言われるほど新しいプ
ロジェクトを熱心に立ち上げていたそうです。
また、経営コンサルタント会社勤務時代には、
各会社の悩みをじっくり聞きながら、課題解決を
提案してきたそうです。そのノウハウを用いて、
行政書士となった現在でも
「お客様のお話を聞く」
ということをとても重要視しているそうです。
ゴッホや矢野顕子さんが大好きな経営者・農家
のサポーター。谷田部会員の今後の更なるご活躍
に期待感をとてももちました。谷田部会員、今回
は大変お忙しい中、快くインタビューに応じてい
ただきまして、ありがとうございました。
（小山支局長 渡邉康明）

支局かわら版

うつのみや イルミネーション２０１１

今年はいつ寒くなるのだろうか？と首をかしげ
ていましたが、１２月に入りグッと寒さが増して
きました。寒い夜の空気はなんだか澄んでいて、
気持ちが凛とする気がします。よね！？
各地の夜の街がたくさんのイルミネーションで
飾られていると新聞で見かけるようになりました。
皆さんはご存知でしょうか？この宇都宮を鮮や
かに彩る
「うつのみやイルミネーション２０１１」
が開催されていることを。

今年で６回目を迎える冬のイベントとなります。
今年のコンセプトは「Ｙｏｕ Ｌｉｇｈｔ Ｕｐ
ＵＴＳＵＮＯＭＩＹＡ」～あなたが照らす うつ
のみや～です。
東日本大震災を乗り越え、宇都宮から元気を発
信したい、そして宇都宮市の中心市街地をライト
アップすることで、
多くの方に足を運んでもらい、
魅力ある街として認識してもらいたい。という気
持ちが込められています。
今年の点灯式は、スポレクとちぎの開催に合わ
せたため、例年よりも早い１１月４日となりまし
た。全国からスポレクに参加されるためにいらし
た選手や関係者の方々に少しでも宇都宮の思い出
にしていただけたら…という配慮から、点灯式を
早めたそうです。
例年点灯式を行っていたボジョレーヌーボー解
禁日には、
「一晩だけのワイン村」と題して、オリ
オンスクエアに２００以上の席を用意し、イルミ

宇都宮支部

ネーションの下、おいしいワインを堪能する夜を
盛り上げました。この日は１，０００人以上の市
民が詰めかけ大いに賑わいました。

昨年からの新たな試みとして天井のライトアッ
プからシャボン玉が落ちてくるというしかけを行
っています。５：００、６：００、７：００、
１日３回この演出を見ることができます。ライト
アップされた空間にシャボン玉がゆっくり、ふう
わりと降りてくる様子は本当に幻想的でステキで
すよね。
ただ、やはりライトアップというと、電気のム
ダ遣い的なイメージを持たれてしまいます。そこ
で、節電対策としてほとんどのライトをＬＥＤに
切り替え、点灯時間も昨年より１時間短くするこ
とで、実施期間中の節電に努めているとのことで
した。
震災、原発事故その後の放射能汚染の心配…小
さな子供をもつ母として、不安で胸が押しつぶさ
れそうで本当に落ち込みました。でもそれぞれの
状況の中で、時間は過ぎ、日々の生活は続いてい
きます。イルミネーションのあたたかな光に勇気
をもらい、来年への希望にしたいと思います。
この「うつのみやイルミネーション２０１１」
は来年１月１５日まで続きます。クリスマスや大
みそかなど、特別な夜、記念すべき時間を誰かと
ロマンチックに過ごしてみるのはいかがですか？
（支局長 竹島尚子）
期

２０１１．１１．４(金)～
２０１２．１．１５（日）
点灯時間
午後５時～９時
場
所
オリオンスクエアを中心にその周辺
（パルコから東武百貨店の通り）
事務局
ＮＰＯ法人
宇都宮まちづくり推進機構
（℡：０２８－６３２－８２１５）
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間

遺言と行政書士

行政書士 住吉和夫

一般的には「ゆいごん」と言いますが、法律的には「いごん」といいます。文字通り遺言とは残す
言葉ですから何を話してもかまいませんが、言葉は消えてしまいますので、文書で残すことが必要に
なります。それが遺言書です。遺言書には何を書いてもよいのです。本人が亡くなった後に子供たち
に争いがなく、書いてあるとおり従えばそれで有効ですから、特別難しいものではありません。
但し、争いが起きた時には、法律上の形式に従った文書でなければ無効ですから、注意してくださ
い。
自筆証書遺言書
遺す言葉は何を書いても大丈夫です。間違ったら訂正してください。但し、作成した日付、作成者
の住所氏名を必ず書かなくては法律的に無効となりますから注意してください（訂正方法についても
法律で定められています）
。その記入は市役所発行の印鑑証明書を見て書くことをお勧めいたします。
遺言書の保管は子供に渡しておくことをお勧めいたします。本人老後の幸せのためというのも遺言
書の目的の一つです。目的を間違わないでください。なお、裁判所による検認など、公正証書遺言書
とは相続時の手続が異なります。自筆遺言書作成に不安な方は行政書士にご相談下さい。
公正証書遺言書
公証役場で遺言書を作成しますと、亡くなった後の家庭裁判所の検認が不要となりますので、折角
遺言書を作成するなら公正証書による遺言書作成をお勧め致します。書き方は自筆遺言書と同じです
が、証人二人が必要になります。相続関係人は証人になれませんから、守秘義務のある行政書士に相
談して下さい。
秘密証書遺言書
遺言書の内容を秘密にしたいとき、又は自分で文書が書けないときに作成する遺言方式ですが、手
続きが煩雑ですので、とりあえず行政書士に相談して下さい。何か良い方法が見つかります。
遺言書による贈与
遺言によって相続人以外の人に財産を贈与することが出来ます。生前贈与より税金が安いなどの利
便があります。
遺言書と行政書士
行政書士は個人の秘密を守り、トラブルを発生させないための書類作成及び指導が業務ですので、
遺言書作成について近くの行政書士事務所又は栃木県行政書士会の電話無料相談（０２８－６３８－
０９１９）へお問い合わせ下さい。

支 局 情 報
【宇都宮】

相続・成年後見について講演
１１月２８日（月）とちぎ健康の森（宇都宮市）
において、
（財）栃木県老人クラブ連合会主催によ
る女性リーダー研修会が開催され、当会の住吉和
夫名誉会長が「相続と成年後見制度」をテーマに
講演された。相続における遺言の重要性や、成年
難しい用語を極力使用せず、短時間でも分かり
後見制度の概要など、身近な問題について丁寧に やすい内容で、参加者の反応も極めて良好であっ
解説された。
た。また、参加者には当会の資料も配付させてい
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ただき、住吉名誉会長の
「まずは行政書士相談セ
ンターへ」との再三のア
ピールにより、身近な相
談相手としての行政書士
を強く印象付けられた講
演であった。
（宇都宮支部 田代昌宏）

「つらい思い」を知ることからサポートを！
宇都宮支部研修「外国人女性はこう考える」
１１月３０日（水）宇都宮支部今期第３回目の
研修会が開かれた。
講師は、栃木県国際交流協会（ＴＩＡ）の田島
亮子主任と、元中国籍で現在ＴＩＡ相談員であり
中国語と韓国語の翻訳・通訳を行っている山口信
子さんの女性二人。
自身も韓国人と結婚している田島さんは、夫の
在留資格認定が出るまでの不安感を覚えている。
「外国人にとって『在留資格』は命の次くらい
に大切なものです。外国人市民からの相談は精神
的な問題が多いですが、在留資格はそれに大いに
関わってます。言葉も文化も異なる外国で暮らす
ことは、日本人の想像を超えるストレスがあり、
外国人は多かれ少なかれ誰もが『つらい思い』を
持っているんです」
田島さんが、外国人の妻として、また国際交流
協会の相談員として、滞日外国人が抱くそれぞれ
の
「つらい思い」
に日々向き合っていることが切々
と伝わってきた。
阪神淡路大震災の時、外国人市民が言葉がわか
らないことで必要な情報を得ることができず被害
を大きくしてしまった教訓から、外国人にわかり
やすい言葉を使う「やさしい日本語の研究」が始
まっている。田島さんは「やさしい日本語」の意
義に触れ、外国人ばかりではなく、高齢者など誰
にとっても「やさしい日本語」は大切な情報伝達
の方法であり、相談員だけでなく行政書士もそれ
を学んでいく必要性があることを、現場に携わる
人ならではの率直な意見として強調した。
山口さんは、留学生として来日し結婚。指紋押
捺に耐え難い怒りを感じて帰化を選択した。日本
に来て、
日本人との感覚の違いに苦しみ、
悩んだ。
今は、その経験から同じ苦しみを持つ人々の力に
なりたいと、認定心理士の資格取得のために勉強
している。自分の文化・習慣を生きられない苦し

さ、人との距離が遠いと感じる日本での日々。そ
れを肌身で感じ続ける生活は、自分を支えてくれ
る者を必要としている、と彼女は考える。
日本人特有の「暗黙の了解」への違和感は大き
い。何を考えているのかわからないとよく言われ
る、そうした「日本人文化」は、外国人にとって
は理解が難しい。夫婦として生活を共にする仲で
もそれは同じだ。超えるには大きすぎる差異を感
じながら、試行錯誤しながら、それでも同じ苦し
みを抱く人々のために働こうとする山口さんには、
女性特有とも言える強靭な意思がしっかりと根付
いているように見えた。
参加者からは、中国人の育児への考え方につい
ての質問など多様な質問が相次ぎ、異文化との接
点をどこで見いだすのか積極的に考えようとする
会員の意識の高さを示した。
外国人関連業務を行うには、田島さんや山口さ
んのような支援者の方々と連携しなくてはならな
い。孤独や違和感に苦しむ人々に適切なサポート
を行うために、関連機関との関係をもっともっと
深めていく必要を改めて感じた研修だった。
（宇都宮支部 深見史）
【佐 野】

佐野支部 農地法研修会開催
１１月２１日（月）午後２時より、佐野市茂呂
山福祉老人センターにて農地法の研修が行われま
した。

講師には、佐野市農業委員会の方４名を迎え、
農地法第３条・第４条・第５条と非農地証明につ
いて担当者ごとに話を伺うことができました。
実際の申請用紙や記載例、申請時におけるチェ
ックポイントなども詳しく解説され、また、農地
転用については、まず農業委員会との事前協議が
とても重要であると強調されていました。
地方都市で業務を行う私たちにとって、農地法

－8－

の許可申請は避けて通れない業務の一つです。今
回の参加者の中には農地転用等について経験のな
い会員も多く、大変有意義な研修会であったこと
と思います。
（支局長 川田有美）

国際交流フェスティバル
無料相談会開催
１１月３日（文化の日）ＪＲ佐野駅前交流プラ
ザ「ぱるぽーと」にて、外国人を対象とした無料
相談会が開催されました。
当日は天候にも恵まれて、
“佐野未来館１周年
記念イベント”が同時開催され、佐野ブランド大
使であるダイアモンド☆ユカイさんのミニライブ
やストリートダンスコンテストなど、会場周辺は
大変な盛り上がりを見せました。

そんな中、無料相談会には永住許可申請・離婚
手続き（それに伴う子の社会保険手続き等）
・人権
問題等に関して３件の相談が寄せられました。

今回の相談者の方は、いずれも日本語が堪能な
方ばかりでしたが、毎回、佐野市国際交流協会の
通訳ボランティアスタッフの方達の協力を得て、
日本語が分からない外国人の方でも気軽に相談で
きるよう対応しています。
当日は、当会の須永会長や当支部の石田支部長
も見えて、活気溢れる会となりました。
今後も、同協会スタッフの方々とのネットワー
クを大切にしながら、同協会と佐野支部との関係
強化をはかり、無料相談会等を通して行政書士を

アピールしていきたいと思います。
（支局長 川田有美）
【塩 那】

「矢板市ともなりまつり」にて
無料相談会開催！
塩那支部では、１１月３日（木）に「矢板市と
もなりまつり」にて無料相談会を行いました。
本無料相談会は、今年で第３回目となりますが、
行政書士の業務に関し広く一般の方に周知し、一
人でも多くの方の日常生活の不安や悩みなどを解
決するためのお手伝いをしたいという意図から、
行政書士の中でも、税務・労務・不動産関係・高
齢者問題などのスペシャリストが集結し、相談者
一人ひとりに時間制限なく個別回答しました。

相談件数は下野新聞記事掲載の効果もあって
か昨年よりは増加し、成年後見制度の利用につい
て１件、相続手続きについて１件、遺言書作成や
贈与と相続の関係性について２件あり、また行政
書士の業務について具体的に教えてほしいという
相談もありました。
また昨年同様「ともなりまつり」会場入り口に
テントを準備しましたが、昨年「相談していると
ころをほかの人に見られたくない」という声があ
ったことから、本年は受付と相談スペースを別に
設け仕切りを作ることで相談者に配慮した相談会
が開催できました。
ただ、無料相談会を開催するにあたって開催前
の告知のために十分な費用と機会が整えられたら、
より多くの方に「行政書士」という職業を、また
「身近な法律家がいる」ということを知っていた
だけたのではないかと思います。
塩那支部では、本年の反省をふまえ、今後とも
社会貢献と行政書士業務のＰＲのためにも無料相
談会を続けていきたいと思います。
（支局長 植木智美）
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釣 紀 行 ２５（その２）
平成２２年１０月１６日、前回同様同じ時刻に
入山し、目的地がある頂上に到着し小休止と同じ
パターンである。今年はキノコの豊作であり、大
きなコウタケが列をなして出ているので、それを
採りこんでいるとちょっと離れたところにクリフ
ウセンタケが真黄々でお花畑のように折り重なっ
てあるのがわかる。枯れた木の株には赤色のクリ
タケや薄茶色のナラタケが誕生パーテーの鉢花の
ように私を迎えている。今採ってやるからマテマ
テと順番にカゴに入れていく。採っても採っても
あっちこちがキノコのオンパレードである。クロ
シメジ、ホンシメジ、ショウゲンジ、ムラサキシ
メジ、アワモダシ、地ナメコ、アミタケ、ヌメリ
ササタケといろんな種類のキノコが出ていたが、

全部採っていてはカゴに入りきらないので、自分
が一番好きな物に限定して採ることにした。時折
旨そうな猛毒のクサウラベニタケとカキシメジや
ニガクリタケが沢山有り、その外に当然であるが
食毒不明や食べても余り旨くないキノコもあり、
素人だとどれでも持ち帰ってしまいそうである。
３時間もすると背負カゴ一杯にたちまちなっ
てしまい、一度下山しキノコを車に運び再度入山
することとした。重たいカゴを背負い、濡れてい
る滑りやすい山道を何度も転びながらも無事に車
に戻りキノコを車に置くと再び山を上っていった。
（木子 岩魚）

３月１１日に発生した東日本大震災は広範囲の
地域に甚大な被害をもたらしました。
地震が発生したとき、私は自宅でテレビを見て
いましたがあまりにも大きな振動で住宅が壊され
てしまうのではないかと急いで外に飛び出しまし
た。数分後のテレビニースは気仙沼港が津波によ
り見る見るうちに水位が上がり、住宅・船・自動
車等が流れている光景が放送されており津波の本
当の恐ろしさを知りました。
この津波により、家族が行方不明になった人・
住宅が流された人・また、福島原発事故により放
射能に汚染され住み慣れた土地を強制的に避難さ
せられた人等大惨事となりました。
あの事故から８ケ月が過ぎましたが被災地が復
興するのはいつになるのかわからない状況です。
放射能に汚染された土地は復旧するのに５～１
０年くらいかかるといわれています。幼稚園や学
校などは子供を放射能から守ろうと放射性物質を
含む校庭の「除染」を行っております。
風評により観光地ではホテル等の宿泊客のキャ
ンセルが相次ぎ観光客が激減しホテル・物産店な
どは悲鳴を上げています。
１１月４日の下野新聞に東京都が被災地の「が
れき」
を受け入れ処理するとの記事がありました。
広域処理する第１号であり来年３月までに岩手・
宮城両県の「がれき」５０万トンを処理するとの
ことです。

被災地の「がれき」の受け入れについては、放
射性物質の拡散を懸念する住民の反対から受け入
れに難色を示す自治体が多い中、東京都のこの受
け入れは全国の見本となるのではないでしょうか。
被災地を早く復興するためには早急に「がれき」
の受け入れ・処理体制を整備することが必要だと
思います。
放射能は今回の大震災に関係なく宇宙・大地・
空気など自然界からも放射されているそうです。
日本人が１年間に自然に浴びている放射線量は
胸部レントゲン検査１５回分に相当する量だそう
です。
毎日のようにマスコミから報道されている放射
能に対して住民意識が過剰になっているような気
がしてなりません。あまり神経質になりますと農
作物の放射能汚染が気になり「米」
・
「野菜」等の
食物がなくなってしまいますよ・・・
今年の稲作は大豊作だそうです。農作物の放射
線量の検査も安全であることが確認されています。
地元で生産された安全で美味しい「米」
・
「野菜」
等をたくさん食べて被災地が１日も早く復興でき
るよう支援していこうではありませんか。
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がんばろう・日本・・・
がんばろう・行政書士会・・・
(日光支部支局長 手塚志郎)

栃木県行政書士会カレンダー（１月）
日
1 日
2 月
3 火
4 水
5

木

6

金

10
11

火
水

12
13

木
金

15

日

16

月

17
18

火
水

22

日

23
24
25

月
火
水

27

金

予

定

時

間

主

催

事務局年末年始休暇

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）
三役会
正副会長年始あいさつ回り
総務部会
登録説明会
成年後見特別委員会
編集会議
賀詞交歓会（於：ホテル東日本宇都宮）
ＴＩＡ相談会
国際業務研究会
ＡＤＲ調停人養成 中級編 第２回
ＡＤＲ調停人養成
法務研修 民事法講座 コンメンタール編③
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）
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）
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)
行政書士基礎講座「はじめての会計記帳業務」
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）
宇都宮支部研修会「男女関係に関する若干高度な諸問題につ
いて・内容証明等」（於：行政書士会館２Ｆ）
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)
支部長連絡協議会
著作権研修会
登録説明会
行政書士専門相談
（於：野木町老人福祉センター「ホープ館」相談室）
ＡＤＲ調停人養成
法務研修 民事法講座 コンメンタール編④

事務局よりお知らせ
12/29(木)～1/3(火)は
年末年始休暇となります。
よろしくお願いします。

－11－

13:00~16:00

足利支部

10:30~
13:30~
10:00~12:00
13:30~
13:30~
11:00~14:00
10:00~
13:30~
10:00~16:00
9:30~12:00

総務部
総務部
成年後見特別委員会
広報部
総務部
総務部

13:00~16:00

足利支部

10:00~15:00
15:00~17:00

宇都宮支部
宇都宮支部

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

業務研修部
小山支部

13:30~15:30

宇都宮支部

13:00~16:00

宇都宮支部

10:30~
9:30~17:30
10:00~12:00
10:00~12:00

業務研修部
総務部
小山支部

13:30~17:00

ADR 特別委員会

ADR 特別委員会
ADR 特別委員会

ＶＴ

正副会長の動き

日 時
11/ 1(火) 13:30～15:00
11/ 2(水)
14:00～16:00
11/ 4(金) 10:00～12:20
13:30～16:30
13:00～14:00
11/ 8(火) 13:30～15:00
11/10(木) 13:30～16:00
11/11(金)
11/13(日) 9:15～17:00
11/15(火) 10:00～13:00
13:00～14:00
11/17(木) 14:00～15:00
17:30～
11/18(金) 11:30～13:30
15:30～17:00
11/21(月) 11:00～
11/24(木) 11:00～22:00
11/25(金) 9:00～13:00
11/28(月)
11/29(火) 13:30～
11/30(水) 10:00～12:00

行 事
成年後見特別委員会
行政書士とちぎ表紙寄稿依頼
試験監督員説明会
三役会
総務部会
ＡＤＲ特別委員会
業務開発部会
広報部会
第一業務部会
行政書士試験
新入会員オリエンテーション
関地協連絡会 分科会打合せ
日行連理事会
全行団株主総会
関地協連絡会 分科会打合せ
日行連理事会
都市交通システム講演会
栃木県経営管理部文書学事課訪問
日行連関地協連絡会(分科会)
日行連関地協連絡会(全体会)
福田富一
成年後見特別委員会
議連との打合せ

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

内 容・場 所
佐野市役所
平成 23 年度事業について
関地協連絡会について等
理事会について等
ADR ｾﾝﾀｰとちぎについて
理事会報告事項について
会報の編集校正等
日行連
宇都宮大学
新入会員向けガイダンス
分科会 受託業務について
日行連
全行団
分科会 国際業務について
日行連
栃木県総合文化センター
栃木県庁
エピナール那須
エピナール那須
栃木県庁
支援センターについて
今後の運営について

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№
883
877
905
885

受信日付
H23.11.1
H23.11.1
H23.11.4
H23.11.4

917

H23.11.9

918
919
924
925
945

H23.11.9
H23.11.9
H23.11.9
H23.11.9
H23.11.9

文書の表題
平成 23 年度電子政府利用促進週間に係る電子申請推進員の活用について
会長会議事録の送付について
平成 23 年度行政不服審査法研修の開催について
平成 24 年新年賀詞交歓会のご案内について
(財)行政書士試験研究センターとの行政書士試験協力事務に関する協定締結に
ついて
原子力損害賠償請求に関する行政書士会及び会員の対応について(要請)
ADR 研修に係る調査及びアンケート結果報告について
｢日本行政書士会連合会被災者相談センター｣福島事務所チラシ送付について
平成 23 年度 11 月分会費納入について（お願い）
社労業務取扱証明書の再発行について（通知）
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965
923
987
970
976

H23.11.10
H23.11.15
H23.11.18
H23.11.18
H23.11.18
H23.11.18

995

H23.11.22

1021
1028
1034
1037
事務連絡
事務連絡

H23.11.30
H23.11.30
H23.11.30
H23.11.30
H23.11.30
H23.11.30

知的資産経営 WEEK2011 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの御案内について（チラシの配布）
国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底等について
行政書士関係法規集の送付及び日行連ホームページへの掲載について
全国総務部長会議結果報告書の送付について
社労業務取扱証明書の送付について
中小企業庁作成チラシの送付について
行政書士法第 7 条第 2 項第二号(心身の故障による業務不可)による登録抹消手
続きの対応手順について
平成 24 年新年賀詞交歓会日程について（お伺い）
風俗営業 2 号申請に係る施設基準等のアンケート調査について（お願い）
日本行政書士会連合会事務局職員の採用について
平成 24 年新年賀詞交歓会及び理事会の開催について
平成 23 年度全国研修＜12 月期＞の実施に関する連絡事項
平成 23 年度行政不服審査法研修の実施に関する連絡事項

「農地法関係事務処理の手引き」について
～栃木県農政部農政課より～
標記手引き（平成２３年１１月版）を以下に掲載しました。ダウンロードしてご利用下さい。
※営利目的の販売等は禁止いたします。
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」

西 方地 域に おけ る開 発許 可協 議、 申請 等の 事務 に係 る説 明会
に つい て
～栃木市建築指導課より～
栃木市と西方町が合併し、西方町地内における開発行為の申請窓口が、平成２３年１０月１日より栃木県
から栃木市に変わりました。
それに伴い、開発行為について、開発区域の面積１０００㎡以上から都市計画法第２９条第１項の規定に
基づく許可が必要となっております。
つきましては、開発申請事務に関する説明会を下記により開催しますのでよろしくお願いします。
記
日時： 平成２３年１２月２２日（木）午後２時～
受付は、午後１時３０分～
場所： 栃木西方総合文化体育館 ２階 研修室
栃木市西方町本郷１７０５番地１
ＴＥＬ０２８２－９２－０８６６
内容： 西方地域における開発許可協議、申請手続き等について
○問合せ先
栃木市建築指導課 開発指導担当 ０２８２－２１－２６１４
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はじめての風俗営業業務
今回の業務特集

宇都宮支部

古家光治

はじめての○○シリーズは、風俗営業の許可申請についてです。この

時期忘年会などもあり、２次会、３次会と繰り出すことも多いかもしれませんが、世間一
般に言われるパブ、クラブ、バーなど、ホステスさんが酌をしてくれる様な、飲み屋を経
営するには、営業許可が必要になります。何の許可かというと、風俗営業の許可です。詳
しく言うと「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 法第２条第１項第２号営
業」の許可です（パブ、クラブ、バーなどの場合）
。風俗営業では他に、パチンコや、ディス
コ、ダンスホールなども規定されていますが、今回はパブ、クラブ、バーなどの飲食店に
限定したいと思います。行政書士間では略して２号営業と言われる申請です。
最初にお断りしておこうと思いますが、今回は実際の申請に当たっての、おおまかな概略
について説明したいと思いますので、法律的な要件、法律用語などの説明は省かせていただ
きます。必要に応じて、法律、条令等の参照などしていただきますようお願いします。申請
は栃木県内を想定していますので、他県の場合は、他県の条例、申請窓口などもご確認くだ
さい。
*申請書類書式（栃木県用）については栃木県庁のホームページをご覧下さい。
*極力簡単な用語で説明していきたいと思いますので、実際の法律用語とは違う場合も出
てきますので、ご了承ください。
まず、
（説明の便宜上、法人ではなく、個人の申請とします）風俗営業（２号営業）許可申
請をする前提としまして、保健所の飲食店の営業許可を取得しておく必要があります。パブ、
バーなども、飲み物、食べ物を提供するので、食品衛生法の適応を受けるため、この許可が
必要になります。飲食店の営業許可取得から手続きを始める場合は、飲食店の営業許可が取
得できるまでの期間も考慮して、最終的な風俗営業（２号営業）の許可取得までの期間を見
積もる必要があります。
２号営業の許可申請について、書類面から見ていくと、申請者と店舗について、
「どんな申
請者が、どんな店舗で、どんな営業をしようとしているか」
、を明らかにするような書類が求
められていると気がつきます。言い換えると、申請者と営業所が法律に則って営業します、
という事を書類で明示する必要があるわけです。
申請の手順を、
「書類をそろえる」
「店舗の設備等の確認」
、
「書類作成」
「店舗の立合い」と
いう４つのパートにわけるとわかり易いです。私はいつもこの４つに分けて申請手続きを進
めています。
1.「書類をそろえる」ですが、前述のように書類は「申請者に関する書類」
、「店舗に関する
書類」に分けられます。
「申請者に関する書類」は、住民票、身分証明書、登記されてないこ
との証明、略歴書、写真、誓約書等です。略歴書は職歴がある場合は概ね、5 年間の職歴を記
載する必要があります。申請者の身分関係、居所、経歴を明らかにし、法律に違反しない旨
の誓約などが求められるわけです。
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「店舗に関する書類」は、 店舗の契約書の写し、
（風俗営業の営業所としての）使用承諾
書、周辺図、建物登記簿、用途証明書、メニュー、営業所の図面（設備関係、求積図等）な
どです。契約書については、申請者名義で店舗の契約をする必要があり、使用承諾書の承諾
期間についても契約期間と合わせる必要があります。メニューについては消費税を含むか含
まないか、未成年者には酒類を提供しない旨の記載も必要です。内容的には、店舗がどの様
な設備、形態で営業するかが、わかる書類が求められています。
2.「店舗の設備等の確認」では、実際に営業所を見て、営業所の図面を作成する為に店舗を
確認しますが、デジカメ、メジャー、は必須ですが、レーザーの距離測定器もあると便利で
す。天井の高さとか、店舗内の測量をするのに重宝します。量販店で 1 万円ちょっとで販売
しているようなので、今後風俗営業の許可申請を多く請け負いたいという場合には、購入し
ておいても無駄な投資にはならないのでは…と思います。
イス・テーブル、照明器具、音響設備、など形状を写真にとったり大きさをはかったりし、
営業所の求積図を作成するための測量をおこないます。また衝立の有無についても確認し、
衝立がある場合は高さ１ｍ以下であることも確認します。これは、店内の視界を妨げること
が禁止されているためです。店舗がビルの場合は階層図を作成する必要があるので、ビルに
入っている他のテナントも確認します。入り口には、
「18 歳未満の立ち入りをお断りします」
等のプレートがあるか、照明設備は、調光ができないようになっているかなども確認します。
照明設備は、ある程度の明るさが必要で、実際に新聞を読んでみるといいかもしれません（何
ルクスと言っても解りづらいので、あくまでも目安として、最低でも新聞は読めないと必要
な照度は無いと思われます）
。店舗周辺については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に
関する法律に規定されている設備がないことも必要なので確認します（詳しくは準拠法を参
照してください）
。
3.「書類作成」店舗を確認した情報を基に作成します。
図面例です。図面は、架空のものであり、実在の店舗と類似していても、それらとは全
く関係ございません。 あくまでも参考図とお考えください。
平面図

イス・テーブル配置図
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求積図
私は２次元のＣＡＤを使っていますが、フリーソフトのＣＡＤなどもありますし、この図
面作成では、難しい機能は使わないと思いますので、使い易いものを選択すればよろしいか
と思います。必ずしもＣＡＤで作成しないと、いけないわけではありません。わかり易い図
面であれば、問題ないと思われます。
4.「店舗の立合い」は営業許可の申請後、店舗の立合いになります。防犯協会より、立合い
の連絡があります。この立合いでは、申請書と店舗の整合性を確認します。設備等、申請書
と同じ配置になっている必要があります。なので店舗の清掃などで配置が変わってしまって
いる場合もあるかもしれませんので、申請書どおりに配置を直しておく必要があります。
立合い時、管理者、店舗内などの写真撮影がありますので、申請者にその旨伝えておくと良
いかもしれません。写真に撮られるなら、撮られる格好してきたのに、なんて言われること
もあるかもしれませんので…。
無事立合いが済むと行政書士のすべき事は、概ね終了です。許可交付の連絡が来るまで、
じっと待つわけですね（この間書類の訂正等がある場合は、別途連絡が来る場合もありま
す）。
以上、パブ、バー等の飲み屋（２号営業）の許可申請について簡単に説明しましたが、
消防法関係につきましては、今回説明を省きましたので別途、準拠法を参照してください。
この申請手続きにおいて、行政書士はスムーズに店舗の営業開始をできるように営業許
可取得のお手伝いをするわけですが、お客様にとっては、許可取得は店舗経営の第一歩と
も言える重要な手続きだったりします。今回の私の記事で風俗営業の許可申請に興味を持
っていただけましたら幸いです。紙面の都合上足りない部分も多々ありますので、実際の
申請時には、別途準拠法、手続き等につきまして、お調べすることをお勧めします。
文責：行政書士 Furuya Office。掲載の図面につきましては、著作権は当事務所に帰属す
るものとします。断りの無い転載等はご遠慮ください。
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ＡＤＲ特別委員会より

１．ＡＤＲについて
ＡＤＲとは、一般に「裁判外紛争解決手続」と訳され、いわゆるＡＤＲ法（裁判外紛争解
決手続きの利用促進に関する法律）が有名である。もっとも、同法１条括弧書に規定する「訴
訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争当事者のために、公正な第三者が
関与して、その解決を図る手続き」に限られるものではない。裁判所の運営する家事調停の
制度等もＡＤＲに含まれるし、当事者同士の相対交渉も広義の意味においてＡＤＲに含まれ
得るのである。すなわち、我が国において保障される終局的な紛争解決手段である裁判手続
以外での紛争解決手続をＡＤＲと考えるのである。
◆ポイント→ＡＤＲ法上の認証ＡＤＲとそれ以外の広義のＡＤＲの意味を分けて考える。

２．認証ＡＤＲの意味
当会は、ＡＤＲ法上の認証を得るため活動を続けているが、同法における認証の意味を再
度確認したいと思う。
まず、認証を得た場合、同法２８条により、認証紛争解決事業者は、その業務に関し報酬
を受けることができる。これは、弁護士法７２条に違反しなくなることを意味する。
また、認証を受けた紛争解決手続については、後の訴えの提起を条件に、当事者のＡＤＲ
請求に対して時効中断の法的効果が与えられる（ＡＤＲ法２５条※当然のことながら、法務
省から認証を受けた紛争範囲に限られる）
。
◆ポイント→通常業務は弁護士法７２条の適用範囲に注意しなければならない。

３．行政書士がＡＤＲに取り組む意義
行政書士がＡＤＲに取り組む意義は、２つある。単に弁護士のまねごとをすることが目的
ではない。専門法律職としての認知と代理権獲得にある。ＡＤＲ法の制定のきっかけとなっ
た司法制度改革の議論の中で、行政書士は専門法律職として挙げられなかった。土地家屋調
査士や社会保険労務士が挙がっている中でである。紙面の関係上、政治的側面と行政書士の
過去の立場はここでは割愛させていただく。
少なくとも現行行政書士法上、行政書士は権利義務関係書類・契約書の作成及びその代理
人になることが認められている（紛争性が顕在化していないことが前提である）
。かかる業務
は紛れもなく法律専門職としての業務である。したがって、他業種との関係で、行政書士Ａ
ＤＲの拡大は、法律専門職としての社会の認識を広める手段となる。
また、行政書士が町の法律家と言われるようになって久しいが、そのゆえんが何処にある
のか考えていただきたい。市民や中小企業に対し契約書などの法律的書面に限らず、単なる
悩みのレベルまで親身になって相談にのって来た実績が、その名の由来ではないか。そうで
あるとすれば、行政不服審査代理権と共に認証ＡＤＲ手続代理権獲得もまた親身に相談に乗
り市民や中小企業の実情を理解している行政書士の職責とされるのが当然であろう。
◆ポイント→ＡＤＲは市民や中小企業の実情を理解している行政書士通常業務の延長線上に
ある
４．ＡＤＲ特別委員会の動き
本委員会においては、法務省の平成２４年度のＡＤＲ法見直し後の迅速な認証を目指し、
能力担保及び実績の蓄積のための試みを施策している。本会会員の一層の社会的地位向上の
為、ご理解とご協力をお願いしたい。
（ＡＤＲ特別委員会副委員長 久我臣仁）
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ＡＤＲ調停人養成

中級編 第２回（計４回）

ADR 特別委員会主催

○開催日時
平成２４年１月１２日（木）１０：００～１６：００
○開催場所
栃木県行政書士会館２階
○研修内容講師
裁判外紛争解決手法を学ぶ研修です。
○講
師
行政書士 土方 美代
○受 講 料
５００円

ＡＤＲ調停人養成 法務研修 民事法講座 コンメンタール編③・④（全６回）
ADR 特別委員会主催
○開催日時
第３回 平成２４年１月１３日（金）９：３０～１２：００
※第３回の時間は午前中になります。ご注意下さい。
第４回 平成２４年１月２７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
私法上の解釈の基本となる民法の逐条解説スタイルの講義です。ＡＤＲのみならず相談業務上
必要となる法律要件及び効果を確認していきます。民法は全ての法律の基本と言っても過言で
はないので、日々の鍛錬の為にも是非ご参加下さい。※当日は各自で六法をご用意下さい。
○講
師
行政書士 久我 臣仁（上智大学法科大学院法務博士）
○受 講 料
各回５００円
○参考テキスト（必要な方はご自身でお求め下さい。）
民法Ⅰ，Ⅱ各第三版「我妻榮他」
（勁草書房）
、民法Ⅰ～Ⅲ「内田貴」
（東京大学出版会）等
○以降予定
⑤２月１３日 ⑥２月２４日
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行政書士基礎講座 第９回

業務研修部主催

○開催日時
平成２４年１月１７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
「はじめての会計記帳業務」
○講
師
行政書士 堀越 功
○受 講 料
無料

著作権研修会のお知らせ

業務研修部主催

研修を受講し、効果測定で一定の成績を修めますと著作権相談員名簿へ掲載されます。
従って以前に著作権研修を受講し、効果測定に合格して相談員名簿に掲載されている相談
員の方は対象となりません。
○開催日時
平成２４年１月２４日（火）９：３０～１７：３０
○開催場所
栃木県行政書士会館２階
○研修項目及び講師
時間割
研修科目
講師
１時限目
９：３０～１１：００ 著作権法概論①
行政書士 小林幸雄
２時限目
１１：１０～１２：４０ 著作権法概論②
３時限目

１３：３０～１５：００

著作権実務について①

４時限目

１５：１０～１６：４０

著作権実務について②

５時限目

１６：５０～１７：３０

効果測定

行政書士 長竹基行

※特に時間厳守でお願い致します。
○受 講 料
５００円
○テキスト代
２，５００円
○受講対象
会員
※全過程出席者には日行連会長と中央研修所所長の連名で受講証明書が発行されます。
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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

１／１２
１／１３

受講料

ＡＤＲ調停人養成
中級編 第２回
ＡＤＲ調停人養成
法務研修 第３回

申込
〆切

申込

ﾃｷｽﾄ
申込

昼食
\500
程度

500 円

1/10

－

500 円

1/11

－

－

－

－

－

－

１／１７

行政書士基礎講座 第９回
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平成 2３年度「栃木県・栃木県行政書士会共催による研修会」
開催のお知らせ
毎年栃木県との共催で開催しております研修会の概要が決まりました。講師等の詳細や参
加申し込み要項は行政書士とちぎ１月号に掲載致しますが、ご予定を確保して頂きたくご案
内致します。
開催日：平成２４年２月２２日（水）
内 容：13:30～ 主催者あいさつ
13:40～ 第１講義「栃木県暴力団排除条例の概要と
不当要求行為への対応について」
14:40～ 第２講義「代理権行使による申請書類の変更について」
16:00
終了
場 所：
「栃木県教育会館」３階 大会議室
宇都宮市駒生１丁目１番６号
TEL 028-621-7177
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募 集
下野新聞に会員名簿広告を掲載します
NEW!

新聞広告と同内容のインターネットＷＥＢページが
下野新聞ＷＥＢサイトトップページにリンクされます。
（紙面掲載から 1 カ月間）

※画像は昨年掲載されたものです。

栃木県行政書士会では、平成２４年２月開催予定
の市民公開講座のＰＲとともに、｢あなたの身近な
相談相手行政書士｣を一般に広く知っていただくた
め、会員名（または事務所名）、事務所所在地､電話
番号を掲載し、会員数と新聞掲載による信頼性をア
ピールする予定です。昨年１０月に掲載された際
は、一般の方からの問い合わせが急増し、予想以上
の反響がありました。

掲載イメージ（実際と異なる場合があります）

行政 アド ０２８－６３５－１４１１
宇都宮市西一の沢町

この広告に掲載を希望される会員の方は、行政書
士とちぎ（平成２３年１１月号）同封の振込用紙に
必要事項を記入の上、広告料を郵便局よりお支払い
ください。

・申込締切：平成２４年１月１５日（日）
・広 告 料：１万円
・掲 載 日：平成２４年 2 月 5 日（日）
○会員名か事務所名のいずれか希望される方の掲載となります。
※選択されていない場合、会員名での掲載となります。
○掲載内容（会員名／事務所名・事務所所在地・電話番号）は、日行
連に登録された内容（平成２３年１１月１日現在）での掲載となり
ます。
○ 一会員（一事務所）あたりの掲載スペースは同一のため、文字数が
多い場合は文字サイズが小さくなります。
○ 複数スペースの申込はできません。
○ 振込用紙を紛失された方は、事務局までお問い合わせ下さい。
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栃木県行政書士会員の動き
（平成 23 年 11 月 30 日現在）

【入 会】
支部・氏名

入会年月日
登録年月日

郵便番号

H23.11.1

3210201

下都賀郡壬生町大字
安塚 1950-1

0282-51-7885

H23.11.1

3214364

真岡市長田 635

0285-81-1661

H23.11.1

3250058

那須塩原市錦町 1-12

0287-62-0584

H23.11.1
H23. 2.1

3280052

栃木市祝町 3-10 ｽｶｲﾊｲﾂ 102

0282-23-6377

栃 木
髙橋 宏治
芳 賀
金子 佳弘
那 須
小髙 美明
栃 木
碓井 雅也

事

務

所

電

話

備 考

埼玉会
より転入

※行政書士とちぎ 11 月号で、大澤俊雄会員の登録年月日(H20.12.1)の記載がもれていました。お詫びいたします。

「平成 24 年 栃木県行政書士会賀詞交歓会」～開催のお知らせ～
日 時：平成２４年１月１１日（水） １１：００～１４：００
場 所：宇都宮市上大曽町４９２－１
ＴＥＬ ０２８－６４３－５５５５
「ホテル東日本宇都宮 日光の間」

※ 参加ご希望の方は事務局
（ＴＥＬ ０２８－６３５－１４１１）
までお問い合わせ下さい。

編
集
後
記

３月１１日の東日本大震災とそれに伴う
福島第一原発事故から９カ月。一瞬にして多
くのかけがえのないものが失われてしまい
ました。しかし、どんなに厳しい状況でも負
けずに困難に立ち向かっていく被災地の
人々の姿が強く心に残った一年でした。被災
された方々が、一日でも早く平穏な日常の暮
らしを取り戻せますように。
（広報部 岩本正代）

行政書士とちぎ１２月号 №420
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栃木県行政書士会 会長 須永 威
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