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栃栃木木会会のの広広告告塔塔  

  

            広広報報部部長長  田田代代  昌昌宏宏  

  

３月２日の臨時理事会において部の再編が決定しました（Ｐ１６に掲載）。広報

部は制度推進部と統合され、新広報部として４月からスタートとなります。これか

らもご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 さて、広報部の事業は多岐に渡りますが、中でも一般の方を対象とした広報活動

（宣伝活動）にはいつも頭を悩ませるところです。行政書士の認知度は低く、仕事

内容もほとんど知られておりません。先日行われた関地協広報担当者会議において

も、一般の方へのアピール方法が主なテーマとなりました。限られた予算で効果を

上げるには、やはり何らかの工夫が必要となります。そこで多くの単位会から要望

が出たのは、日行連公式キャラクターであるネコの「行政（ユキマサ）くん」を使

用した広報でした。行政書士記念日である２／２２が「ネコの日」でもあることか

ら、マスコットキャラクターになったというユキマサ君ですが、一般の方に大変好

評とのこと。イラストを配布物等に入れたいというだけでなく、ぬいぐるみ化やス

テッカー化、着ぐるみ化などの要望まで出ました。元々堅い印象の職業で、地味に

なりがちな広報活動において、こうしたキャラクターの存在は一般の方の目を引く

大きな武器となるのです。 

 しかし、ユキマサ君に頼らずとも、栃木会には皆さんご存知のマスコットキャラ

クター「アドちゃん」がいます。生みの親は「総務部総務課山口六平太」などで知

られる人気漫画家、高井研一郎氏です（同氏と親交のある小室明男会員（宇都宮支

部）のご尽力により実現）。その存在感は抜群で、彼がプリントされた会の車で出

かけると、街行く人に声を掛けられます（実話）。会のリーフレットやホームペー

ジ、新聞広告はもちろんのこと、ティッシュやうちわ、クリアファイルなど、あら

ゆる広告媒体・配布物に登場しております。正に栃木会の広告塔といえるでしょう。

 新入会員の方が営業に苦労しているとの話をたびたび耳にします。アドちゃんの

画像を会員個人が使用することはできませんが、会の配布物等を利用して『彼』の

力を借りてみてはいかがでしょうか。きっと力強い味方になってくれることでしょ

う。 

 
アドちゃんが印刷された書士会グッズは好評販売中です。 

リーフレット：７５０円／５０部  クリアファイル：８０円／１枚 

詳しくは事務局まで（028-635-1411） 
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平成２１年４月前支部長が体調を崩され、後任

に選ばれてから丸３年がたちました。私は平成１

２年５０歳で行政書士を開業し、みなさん同様初

めは何もわからないところからスタートしました。 

 
 
 
 
 
 
運輸業務連絡会（進行：鈴木康夫業務部長） 
 
主な議題 
・ＯＳＳの進捗状況について 
・事務連絡会の設置 
・運輸業務連絡会のあり方について 

 
環境業務連絡会（進行：田渕徹副会長） 
 
 主な議題 
 ・環境業務連絡会の今後の方針について 
 
 
 
広報担当者会議（進行：田代昌宏広報部長） 
 
 主な議題 
 ・行政書士制度広報月間の取り組みについて 
 ・行政書士記念日に関する広報活動について 
 ・インターネットの活用について 

（広報部 田代昌宏） 
 
 
 
 
 
 
まず、生活がありますからどうしたら仕事と収

入を得られるかを考え、簡単な営業活動を行いま

した（パンフレットをスーパーや病院に置いても

らったり、自動車整備業の会社を訪問したりもし

ました）。また、最初は仕事を理解するうえでも、

来た仕事・相談は断らないで経験を積むことに専

念しました。当然、ほとんどの仕事が未経験です

ので、電話等で依頼が来たときは、少し時間をい

ただき関係役所で資料を調達したり、質問をした

りしました。また、インターネットで情報を集め

たりもしました。まだまだ、未経験の仕事が年１・

２回は依頼がきます。行政書士は、新しい仕事と

の格闘とは離れられないし、仕事の選り好みも出

来ないなとますます感じている今日この頃です。 

支 部 長 紹 介  那須支部長  田渕 徹 

日日行行連連関関東東地地方方協協議議会会
運運輸輸業業務務連連絡絡会会・・環環境境業業務務連連絡絡会会・・広広報報担担当当者者会会議議開開催催      

  
 ３月８日（木）１４時より、東京会合同相談センター（岡三桜丘ビル６階）の会議室において開

催されました。各会場では関地協会長である須永威会長からあいさつをいただき、当番会である栃

木会担当者の進行により連絡会及び会議が進められました。 
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今今 月月 のの 表表 紙紙 ：： 真真 岡岡鐵鐵 道道 ＳＳ ＬＬ   

 
 
 
 

真岡市は、県南東部に位置する人口約８３,０００人の都市です。昨年３月には北関東自動車道

が全線開通し、さらに交通アクセスが良くなりました。春は行楽シーズン！魅力いっぱいの真岡市

へぜひお越しください。 
 

【ＳＬに乗ろう！】 

真岡鐵道は、４月１日に開通１００周年を迎えました。毎週土曜日、日曜日、

そして祝日と 1年を通じて 1日 1往復、茨城県下館駅と栃木県茂木駅間でＳＬ

を運行しています。春になると、線路脇には桜や菜の花が咲き、車窓の風景も

楽しめます。また「関東の駅百選」に選ばれたＳＬの形をした真岡駅の駅舎や、

平成２３年度土木学会選奨土木遺産に認定された「真岡鐵道五行川橋梁」など

も見ることができます。 
 

【イチゴをまるごと楽しもう！】 

 真岡市は「イチゴの生産量日本一」のまちです。真岡市

農産物販売交流施設いがしら「あぐ里っ娘（あぐりっこ）」

に併設された「井頭観光いちご園」では、５月末までイチ

ゴ狩りが楽しめます。また、市南部の国道２

９４号沿いにある「道の駅にのみや」でもイ

チゴの販売やイチゴを使用したスイーツが楽

しめます。甘酸っぱくておいしい真岡のイチ

ゴを思う存分ご堪能ください。 
 

【歴史と文化に触れよう！】 

 真岡と言えば「木綿」、江戸時代の問屋は丈夫で質が良

く、絹のような肌ざわりの真岡木綿をこぞって求め、文化・

文政・天保年間には年間３８万反を生産し隆盛を極めまし

た。その真岡木綿の技術を受け継ぎ、今に伝えている「真

岡木綿会館」では、糸紡ぎや生産工程が見学できるほか、

機織り、染色体験ができます。併設の「真岡市物産会館」

では、真岡木綿各種製品や市内の様々な特産品を販売して

います。周辺にはおしゃれなカフェなどがある「門前」と呼ばれるエリアもありますので、ちょっ

と一休みをしてはいかがでしょう。 

 また、二宮尊徳が下野国桜町領（現在の真岡市

物井、横田、東沼地区）復興のため赴任し、活動

の拠点となった「桜町陣屋跡」は、国の指定史跡

として保存され、併設の「二宮尊徳資料館」には、

尊徳の仕法を伝える貴重な資料が展示されていま

す。今も変わらず尊敬される郷土の偉人、二宮尊

徳の足跡を直に感じてみてください。 

 

    わがまち自慢    —真岡市—   
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今月は、日光市の「神﨑律夫」事務所におじゃ

ましました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名 ：神﨑 律夫（かんざき りつお） 

事務所： 行政書士 神﨑律夫事務所 

     日光市今市303番地6 

入会日： 平成2年 4月 9日 

 

Ｑ：行政書士になった「キッカケ」は・・・ 

Ａ：34年前に行政書士の資格を取りました。 

資格を取得しても業務は行っておりませんで

したが、行政書士の資格を生かして社会貢献した

いと思い22年前に行政書士会に入会しました。 

 

Ｑ：業務は専業ですか、兼業ですか。 

Ａ：以前は、一級建築士の資格を取得し、建築設

計も行っていましたが現在は行政書士の専業です。 

 

Ｑ：どのような業務が多いのですか。 

Ａ：農地法の許可申請・国有財産払下げ・市有財

産の用途廃止・払下げ・境界協定等です。 

 

Ｑ：今後、力を入れたい業務・新たに取り入れた

い業務は・・・ 

Ａ：「開発行為」関係の業務に挑戦したいとと思い

ます。 

 

 

 

 

Ｑ：苦労なさっていることはありますか。 

Ａ：土地の境界の立ち合いで、土地所有者の主張 

が対立し業務が不調になったとき等です。明確な 

判断基準がないようなときは本当に困ります

ね。・・・ 

 

Ｑ：行政書士になつて良かったなと痛感したこと

は・・・ 

Ａ：依頼された業務が順調に進み、「本当にお世話

になりました。」と依頼者から感謝されたときです

ね。 

 

Ｑ：モットーは・・・ 

Ａ：地域の方々から信頼される「あなたの街の法

律家」になれるよう努力したいと思います。 

 

Ｑ：趣味・特技はなんですか。 

Ａ：木製のテーブル・椅子・家具類等を作ること

です。作製するときはデザイン等を検討し設計図

（図面）を書いてから作製しています。近所の方

から頼まれて、希望通りの「椅子等」を作製して

感謝されています。 

 もう一つは、趣味と実益を兼ねた家庭菜園です、

馬鈴薯・茄子・きゅうり・オクラ・ピーマン等を

栽培して新鮮で美味しい「旬」の野菜を収穫し満

喫しています。 

 

Ｑ：最後に今後の抱負は・・・ 

Ａ：業務に関する「法律・知識」をもっと身につ

け信頼される行政書士として社会貢献したいと思

います。 

 

 

 謙虚で依頼者の立場で業務を行い、誠実・迅速

に対応している神﨑会員であります。 

 これからも「信頼」され「頼れる」行政書士と

して活躍されることでしょう。 

 本日は、大変お忙しいところありがとううござ

いました。 

 

（日光支部支局長 手塚志郎） 

 

 

 

おじゃましま～す！ 会員事務所訪問コーナー 
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今回は、下野市にある「孝謙天皇神社」（栃木

県下野市上大領）に参りました。天皇の名のつい

た神社が下野市にあるということを聞き、大変興

味深く行って参りました。 
 
 ただ、実は、私は学生時代より、日本史が大の

苦手であり、孝謙天皇のことは正直申し上げて存

じておりませんでした。そこで、「大辞泉」（小

学館）で孝謙天皇について調べてみると、「第４

６代天皇。女帝。在位７４９～７５８。聖武天皇

の第二皇女。母は光明皇后。名は阿部。橘奈良麻

呂の乱後、淳仁天皇に譲位。上皇として僧道鏡を

寵愛して天皇と対立。藤原仲麻呂の乱後、天皇を

廃して重祚、称徳天皇となった」と書いてありま

した。 
 
 場所は、下野市立石橋中学校の近くです。自動

車で神社近くまで参ると、この「孝謙天皇神社」

だけが木々に囲まれ、とても守られているように

感じられました。 
 
 自動車を停め、境内の入り口から境内に入って

みると、ここだけがとても静かに感じられます。

まずはとりあえず、お参りをさせていただきます。

お供えものもあり、やはり、しっかりとまちの人々

から守られているご様子でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 神社の入口には、「孝謙天皇神社由来」があり

ました。そこで、今度はそちらを拝見することと

いたしました。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 これによりますと、今から約１２００余年の昔、

下野国薬師寺の別当に弓削道鏡が流布されたので

すが、孝謙天皇はこの流布された道鏡をあわれみ、 
孝謙天皇自身もこの地に参り、その後、孝謙天皇

はこの地にて病没してしまったということだそう

です。 
 
 道鏡についても「大辞泉」で調べてみましたが、

「奈良時代の法相宗の僧。河内の人。弓削氏出身。

称徳天皇に信任されて政界に進出。太政大臣禅師

・法王となり、権力をふるったが、皇位をねらっ

て藤原氏および和気清麻呂らに阻止された。天皇

の死後、下野の薬師寺別当に左遷され、その地で

没」とあります。そうすると、この辞典の記述内

容と「孝謙天皇神社由来」の記述内容は、どうや

ら異なっているようなのです。 
  
 また、さらに調べてみると、孝謙天皇が没した

地には諸説あるようで、「孝謙天皇は奈良で没し

た」という記録もあるようです。しかし、下野国

まで道鏡を慕い、京の都よりひっそりと旅立って

きたということがもし本当であるならば、これは

ロマンチックなことなのかもしれません。 
 
 下野市にこのようなミステリアスな名所がある

ことを私は知りませんでしたが、孝謙天皇と道鏡

の関係は本当はどうだったのか―、また、果たし

て孝謙天皇はここ下野国まで本当に道鏡を慕って

来たのか―、そのようなミステリーを考えながら

ここ、「孝謙天皇神社」を訪れるのもいいのでは

ないでしょうか。 
（小山支局長 渡邉康明） 

支局かわら版 
孝謙天皇神社 

小山支部 

こうけんてんのう 
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【宇都宮】 

宇宇都都宮宮市市長長をを訪訪問問ししてて  

【行政書士法による代理権について】 
３月１４日（水）栃木県庁が、代理権を行使し

た申請書の追加（一部）について了承を頂いたの

を機に佐藤栄一宇都宮市長を訪問して要請した。 

平成１３年法律第７７号で、行政書士法の一部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

を改正する法律が、平成１３年６月２９日に公布

され、平成１４年７月１日から施行された。 
この度改めて、市長及び都市整備部、経済部、 

農業委員会事務局、環境部の各部局長に法改正の

趣旨等について調整協議し要請した。 
 
その法律改正をうけ、行政書士法の一部改正に

ついて、栃木県から文書が出されたが、当時の当

会における諸般の事情により、法改正趣旨の徹底

が不十分な状況になっていた。 
今後は、他の市町の各課・各室・関係出先機関

等にも啓蒙していきたい。 
【行政書士法遵守のお願いについて】 
昨年栃木県土地家屋調査士会の会員による行

政書士法違反事案が発生した。事実確認のうえ同

会に対し申し入れをした。違反をした本人から顛

末書が提出され、同会長から全会員に向けて法令

遵守の通知がされた。この事案の説明をした後、

業務取扱窓口において行政書士法の遵守がなされ

るようお願いをしてきた。 
（支部長 岸清美） 

 

 

 

支 局 情 報 

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 

 
 
５月 31 日（木）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（金）

T-NET申込をしていない方 4月25日（水）
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 栃木県内の渓流釣が禁漁となる 終日の９月１

９日、大学受験勉強真 中だが息抜きを兼ねて愛

息のＩ君を連れて県内の川に出かけた。 

 しかし２～３日前の台風の影響で下流域の本流

筋の川は濁流でゴンゴン状態、川に入るなどもっ

てのほか、とても釣どころではない。こんな場合

は源流域の枝流を探して歩くしかないとあちこち

山沿いの渓流を車で見て回ったがどの川も増水、

しかも濁っていて入渓できるようなところはない。 

 ３時間もあちこち川を見て回ったがやはり釣を

するようなところはなかった。ふと思い出したの

が東小屋ダムの枝流で何年前かの１０月、禁漁に

なり今回と同じように台風の後で増水した場所を

産卵のため遡上してくる尺越えのヤマメやイワナ

を見た記憶がよみがえった。現地に着き川を見て

みると水量は多いが笹にごり状態で、なんとか２

時間程度子供１人くらいは遊べると思われたので

Ｉ君にウェットタイツを履き釣始めるよう促した。 

 短パンＴシャツにサンダル履きの２人、台風の

後で残暑が厳しく汗が吹き出してくるが釣りたい

一心のＩ君長袖シャツにウェットタイツと首にタ

オルを巻き完全防備の態勢で川に下りて行った。 

 私は直射日光を避けるため車を木陰に置きその

脇で周りを飛び交うアブやブユを時々手で振り払

いながら釣りの状況を見ていたのだが、なんとな

く膝下に違和感を感じたので足元に目をやった。 

 するとマチ針程の太さで長さ１ｃｍ位の山ヒル

が、シャクトリ虫の様に一方を私の体に吸いつか

せては体を２つに折りながらゆっくりと動いてい

る。足元をよく見てみると両足に６～７匹がくっ

ついている。２カ所位は今血を吸出しに掛かった

ばかりである。慌てて車の中にある非常用のガス

ライターを取り出し血を吸い出した山ヒルを火で

あぶり退治、その他くっついている山ヒルは持っ

ていた汗拭き用のタヲルではたきおとしたが、よ

もやと思い上半身を見てみると何のことはない、

やはり７～８匹程シャツや手に引っ付いている。

これもタヲルではたきおとしこれはヤバイと車の

中に逃げ込んだ。 

 車中にて再度自分の身の回りを確認してみると

まだシャツや短パンに２～３匹くっついているの

で、テッシュペーパーで包みゴミ入れに投げ込ん

だ。首筋も念入りにひっついていないことを確認

したが、昔山形での釣行の時のブユに喰われたこ

とを思い出した。しかも尻や大事な我が愚息が犠

牲になったのだった。これは大変と短パンとパン

ツを下げ愚息やその周りを点検したが一匹も発見

されなかった。とりあえず敵を退治しメデタシメ

デタシとほっと安堵したが今度は暑さで車内は結

構ムレル。エアコンでも掛けようかとふと外を眺

めフロントガラスに目が行くと７～８匹の山ヒル

がやはりシャクトリ虫のように蠢いている。ボン

ネットを見るとやはり６～７匹ほどがいる。 

 普段山ヒルは獣道にある樹木や葉にくっついて

いて、獣や人間が通るときに熱や息を感知し落ち

てひっつくのや、獣道の草むらにおり足元から体

に上がってひっつくなどして生き血を吸うものら

しい。地球温暖化のあおりか生息地域が北上して

いるとのこと。今日のところは難を免れたとホッ

トした気分でしばらく川を眺めていた。 

 入渓してから２時間ほどでＩ君がキレイなパー

マークがついたヤマメを３匹ゲットし帰ってきた。

着替えを終えると早々に車を動かし帰路についた。

途中自販機で冷たいジュースを買い２人車中で飲

みながら幸せ感を味わっていたところ、何となく

足の親指と人差し指の付け根がこそばゆいので、

履いていた右足のサンダルを脱いだとたんナメク

ジ大になった山ヒルがポトリと下に落ちた。一瞬

ゲッとなった私はよもやと思い左足のサンダルも

脱いだらあろうことか全く同じように親指と人差

し指の付け根にいたナメクジ大の腹一杯になった

山ヒルがポトリと床に落ちた。しかも吸われたと

ころから血が流れていて止まらないが、いつかは

止血するだろうと諦めた私は、テッシュペーパー

を指の間に詰め込んでサンダルを履き家路へと急

いだのだった。 

 山ヒルは吸われた後が痒く約半年くらい傷口が

なかなかふさがらなかった。東小屋と西小屋周辺

に出かける時は山ヒルに十分気をつけるようにし、

必要以外は近寄らないことと肝に銘じたのであっ

た。・・・・・不生不滅 

（木子 岩魚） 

 

 

 

 

 

釣釣  紀紀  行行  ２２６６  
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おお勧勧めめテテレレビビ番番組組②②  

【５時に夢中（月～金／17:00～18:00 

／群馬テレビ）】 

これは「東京МＸテレビ」という東京のロ

ーカル放送局（マツコ・デラックスさん曰く

「ケーブテレビに毛の生えた程度」）制作の生

放送番組で、唯一群馬テレビがネット放送し

ています。つまり、この「５時に夢中」を見

ることができるのは、東京都民と群馬県民（と、

一部の栃木県民？）のみ。司会は逸見太郎氏

（故・逸見政孝氏長男）でアシスタントが強

心臓の内藤聡子さん（金曜日のみミッツ・マ

ングローブさん）です。マツコ・デラックス

さん、北斗晶さん、中村うさぎさん（作家～

区役所税務課との滞納税金を巡るバトルは一

読の価値有）、岩井志麻子さん（作家）、中尾

ミエさんなどの濃密な曜日レギュラーが濃密

なコメントを発します。一説では高崎市役所

のロビーでは１日中群馬テレビの番組を垂れ

流しているそうですが、５時になるとチャン

ネルを換えられてしまうそうです。まぁ、大

多数の栃木県民が見ることができない番組を

紹介するのも何ですが…。 

 

【アイ・カーリー（土／18:25～18:50 

／ＮＨＫ・Ｅテレ）】 

アメリカ発の青春コメディドラマです。１

３歳のカーリー（優等生タイプ）とサム（や

んちゃタイプ）という女子２人とフレディ（テ

クノおたくで技術担当）という男子との計３

人で「Ⅰ Ｃａｒｌｙ」というタイトルのウ

ェブ番組を制作・配信しています。ウェブ番

組制作に学園でのエピソード（嫌な同級生や

厳しい教師との対決など）が織り込まれてい

ます。 

最初は気が付きませんでしたが、土曜日は

再放送で、本放送を火曜日（１９時２５分～

５０分）にしていました。漠然と火曜日に放

送したものを土曜日に再放送していると思っ

ていましたが、火曜日の本放送を見てビック

リしました。３人とも物凄く成長しています。

カーリーとサムは再放送では「女の子」です

が、本放送では「女の子」とは言い切れませ

んし、再放送ではカーリーとサムより「小柄

な少年」だったフレディが、本放送では「大

柄な青年」になり、アテレコの声優さんも女

性から男性へ〝声変わり〟しています（カー

リーとサムも少し大人っぽい声になっていま

す）。再放送と本放送では、数年間の時間が流

れていて浦島太郎状態です。番組タイトルに

は、〝新〟や〝続〟などは付いていないので

数年間継続して制作・放送されているのだと

思います。火曜日と土曜日（またはその逆）

を続けて見ると、ティーンエージャーの成長

は早くて残酷なことを再認識します。 

思えば、私は数年に１度Ｅテレ（教育テレ

ビ）で放送されているアメリカ発のドラマが

マイ・ブームになります。「フルハウス」「２

人はふたご」「２人はお年頃」など皆さんはご

存知ですか。この３作は、同じふたごの女の

子が出演していて、幼児から思春期まで時間

が流れています。毎回ささいなトラブルが起

きて、毎回何となく解決していきます。刺激

には少し欠けているかもしれませんが、ささ

やかな幸せを感じることができます。 

 

【玉ニュータウン（金／23:00～23:30 

／群馬テレビ＆栃木テレビ）】 

埼玉県内に存在する架空の町「玉ニュータ

ウン」を舞台に玉子の形をした「市長」「署長」

「秘書」などが「ゆるーい」ドタバタ劇を繰

り広げる「ゆるーい」バラエティ番組。多く

の地方局で放送されＤＶＤも発売されていま

す。また、不定期にファン感謝祭も開催され

ています（公開録画みたいな感じ？）。内容は

毎回異なるので、文章で的確に説明すること

は難しいので、騙されたと思って１度見てい

ただければ幸いです。ただ、当り外れが極端

な面があるので１度だけだと本当に騙された

と思うかもしれません。２～３回は我慢して

ください。 

（足利支部 性格歪之助 こと 杵渕 徹） 
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 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 

1530 H24.3. 7 農業委員会に対する調査結果の報告依頼について  

1535 H24.3. 7 平成23年度3月分 会費納入について（お願い）  

1538 H24.3. 7 「かいけつサポート」パンフレット及びポスターの送付について  

1540 H24.3. 7 平成23年度全国研修＜2月期＞のＤＶＤの送付について  

1546 H24.3. 7 職務上請求書の平成24年度頒布における頒布価格等について  

1547 H24.3. 7 森林法改正による「森林の土地の所有者届出制度」の創設について  

1548 H24.3. 7 
「"日本の未来"応援会議～小さな企業が日本を変える～（略称："ち
いさな企業"未来会議）」のサポーター公募について 

 

1549 H24.3. 7 
震災被害にあわれた方への経営状況分析手数料無料等の取扱期間延
長のご案内（周知依頼） 

 

日 予  定 時  間 主  催 

2 水 登録説明会 10:00~12:00 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） 

13:00~16:00 足利支部 

8 火 成年後見研修会 第５回 13:30~16:40 成年後見特別委員会

9 水 ＴＩＡ無料相談会 10:00~ 総務部 
国際業務相談事例研究定例会 13:30~ 業務部 
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 

10 木 編集会議 13:30~ 広報部 
14 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 
15 火 傾聴トレーニング 第２回 13:00~17:00 ADR 特別委員会

16 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 

18 金 定期総会・定期大会（於：護国会館） 13:00~ 栃木県行政書士会

21 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 

22 火 成年後見研修会 第６回 13:30~16:40 成年後見特別委員会

23 水 登録説明会 10:00~12:00 総務部 
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） 

10:00~12:00 小山支部 

24 木 行政書士専門相談（於：ゆうゆう館 会議室２） 

※要事前予約（定員４名 予約先：行政書士会小山支部  

高山久0285-53-1672） 

10:00~12:00 小山支部 

25 金 行政書士基礎講座「はじめての会社法」 13:30~15:30 業務部 
27 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 

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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1550 H24.3. 7 自動車登録関係業務に関する実態調査について（お願い）  

  H24.3. 7 行政書士登録事項変更通知書  

  H24.3. 7 行政書士登録抹消処理通知書  

1551 H24.3.14 
平成23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 

 

1552 H24.3.14 平成23年度法定業務研修Ｂ類テキスト利用料について  

1561 H24.3.14 
平成24年度定時総会における日行連会長表彰の受賞候補者推薦につ

いて 

 

1598 H24.3.14 「行政書士登録事務処理要領」の改訂について  

1599 H24.3.14 行政書士登録申請用履歴書様式の変更について  

1602 H24.3.14 
「"日本の未来"応援会議～小さな企業が日本を変える～」地方会議の
開催について 

 

1609 H24.3.14 会員の処分について（回答）  

1568 H24.3.14 
平成24年度日本行政書士会連合会定時総会における日行連顕彰規則
第3条第六号及び第5条に係る日本行政書士会連合会会長表彰予定者
の確認について 

 

1622 H24.3.21 平成23年度インターネット研修実施における助成金の支給について  

1623 H24.3.21 日行連ホームページリニューアルについて（ご報告）  

1630 H24.3.21 知的財産・知的資産業務Ｑ＆Ａ集作成に係るアンケートについて  

事務連絡 H24.3.27 新規登録者のご連絡について  

1649 H24.3.27 登録手数料請求書兼登録取扱交付金案内書  

1673 H24.3.27 日行連ホームページに係る単位会用ＩＤ・パスワードの送付について  

  H24.3.27 お願い ホームページのリニューアルについて  

1659 H24.3.27 『権利義務・事実証明業務及び成年後見についての研究報告』の送付  

  H24.3.27 「改正ＮＰＯ法」の施行について  

1683 H24.3.30 
株式会社日本政策金融公庫との覚書締結に係るご協力について（お願

い） 

 

1692 H24.3.30 
住宅セーフティネット基盤強化推進事業（裁判外紛争処理手続きの活
用等による電話相談や面接相談体制の整備等に係る事業）の開始につ
いてのご連絡 

 

1693 H24.3.30 
第 62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） 

 

1697 H24.3.30 
「知的資産経営WEEK2011シンポジウム」講演資料及び講義録の送付
について 

 

1709 H24.3.30 平成23年度知的資産実務研修のＤＶＤの送付について  

1711 H24.3.30 
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号の一部を改正する告示の施行について（周知依頼） 

 

 
 

ＶＴ           正副会長の動き 
  
 
 

日 時 行 事 出席者 内 容・場 所 
3/ 1(木) 14:00～16:00 中小企業経営改善セミナー 会長 とちぎ福祉プラザ 

3/ 2(金) 10:00～ 理事会 全員 会則施行規則の改正について 
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18:00～ 佐治則昭氏黄綬褒章祝賀会 会長 ホテル東日本宇都宮 

3/ 5(月) 12:00～ 新たな在留制度に関する研修会 会長、押野 シェーンバッハ・サボー 

3/ 6(火) 10:00～12:00 成年後見制度特別委員会 会長、押野 研修の進め方について 

15:30～17:00 三士会 会長、田渕 栃木県司法書士会 

3/ 7(水) 10:30～15:45 業務研修部会 会長、手塚 4月開催の研修内容について

3/ 8(木) 10:30～13:00 国際業務特別委員会 押野 国際業務アンケートの集計 

13:30～15:00 入管業務伝達研修会 押野 新たな在留制度に関して 

14:00～17:00 関地協運輸業務連絡会 

関地協環境業務連絡会 

関地協広報担当者会議 

会長、田渕 東京会合同センター会議室 

3/ 9(金) 10:00～11:30 県との打合せ 手塚 産廃業務関連 

13:30～16:30 広報部会 押野 行とち３月号の編集・校正 

3/12(月) 14:00～17:00 関地協会長会 会長、青木 東京会合同センター会議室 

3/13(火) 13:30～15:30 基礎講座 田渕 農地法について 

15:00～ 書庫整理 手塚 行政書士会館2階書庫 

3/14(水) 15:00～16:00 宇都宮市長訪問 小林 代理権、法令遵守について 

3/15(木) 10:00～11:00 受託業務についての報告 会長 栃木労働局 

13:30～15:30 業務開発部会 会長、手塚 日行連研修内容の伝達 

3/16(金) 17:30～19:00 福田富一 新春のつどい 会長、青木 二荒山会館 

3/21(水) 10:00～10:30 正副会長会 全員 平成24年度事業について 

10:30～ 常任幹事会 全員 平成24年度事業について 

3/24(土) 10:00～ 民主党定期大会 会長、青木 ホテルニューイタヤ 

3/28(水)  第一業務部会 会長 日行連 

3/29(木) 

 
 
 
 
 
 
 栃木県より、標記について県のホームページに掲載しているとの案内がありました。（印刷可） 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/a03/town/tochi/chika/kouji.html 
 
 
 
 
 
 
 周知のとおり平成２３年６月２２日に公布された「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（改

正ＮＰＯ法）」が、本年４月１日より施行されます。 
 従来、税理士業務とされていた国税庁への認定ＮＰＯ法人の申請が、都道府県が所管庁となり認定を

行うことに変更されることにより、行政書士業務となります。少なすぎると言われる認定ＮＰＯ法人を

増加させ、ＮＰＯの資金調達力の向上を実現することが同法の趣旨ですので、ＮＰＯ法人の設立手続き

を担っていた行政書士がその役割を果たすことが期待されております。 
 
 

平平成成２２４４年年地地価価公公示示結結果果のの資資料料ににつついいてて
～～栃栃木木県県よよりり～～  

「「改改正正ＮＮＰＰＯＯ法法」」のの施施行行ににつついいてて
～～日日行行連連よよりり～～  
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記 
 
・内閣府ＨＰ 
  特定非営利活動促進法の一部を改正する法律について 

https://www.npo-homepage.go.jp/about/201204_kaisei.html 
 
・ＮＰＯ法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 資料 
 
※上記の資料につきましては、当会ホームページの会員専用トピックスに掲載しております。 

 
 
 
 
 
 栃木県権限移譲推進計画に基づき、平成２４年４月１日から、開発許可事務に関する権限が大田原市

に移譲されます。つきましては、権限移譲後の取り扱い等についての資料を送付いたします。 
 なお、これらの資料及び平成２４年４月１日から改正される開発行為指導要綱につきましては、市ホ

ームページからダウンロードできるように準備を進めております。 
 

記 
 
１ 開発許可事務に関する権限の移譲について 
   開発許可申請書の提出部数、申請手数料の金額及び納付方法、開発登録簿に関することなどにつ

いての説明資料です。 
 
２ 開発行為を行う場合の手続き 
   開発許可申請が必要な場合、及び開発行為指導要綱に基づく事前協議が必要な場合における申請

手続きについての説明資料です。 
 
※上記の資料につきましては、当会ホームページの会員専用トピックスに掲載しております。  

 
 
 
 
 
 
 今般、種苗法施行規則（平成１０年農林水産省令第８３号）の一部を改正する省令（平成２４年農林

水産省令第９号）及び平成２０年４月１日農林水産省告示第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（平成２４年３月７日農林水産省告示第６３７号）

が平成２４年３月７日付けでそれぞれ公布され、いずれも同年４月１日付けで施行されます。 
 

記 
 
【改正の内容】 
 （１）「重要な形質」については、これまで出願の無かった新規植物に係る４区分の追加、１４種類

の植物に係る区分のＵＰＯＶ（国際植物新品種保護同盟）テストガイドラインに準拠した改正、

１０種類の植物に係る区分の審査基準の作成・改正に伴い以下の改正等を行う。 

大大田田原原市市のの開開発発許許可可事事務務にに関関すするる権権限限のの移移譲譲ににつついいてて  
～～大大田田原原市市建建設設部部都都市市計計画画課課よよりり～～  

種種苗苗法法施施行行規規則則のの一一部部をを改改正正すするる省省令令及及びび平平成成２２００年年農農林林水水産産
省省告告示示第第５５３３４４号号のの一一部部をを改改正正すするる告告示示のの施施行行ににつついいてて（（通通知知））  

～～農農林林水水産産省省食食料料産産業業局局新新事事業業創創出出課課種種苗苗審審査査室室よよりり～～  



－13－ 

①規則別表第１（「重要な形質」を定めるための植物の区分）：区分の追加・改正 
②「重要な形質」を定める告示：「重要な形質」の追加・改正 
 

（２）規則別表２（願書等に使用する植物の学名一覧）については、新規植物の出願に対応した農林

水産植物の種類の学名の追加・改正等を行う。 
 
※詳細につきましては、当会ホームページの会員専用トピックスに掲載しております。 

 
 
 
 
 
 昨年９月に国の「開発許可制度運用指針」が改正されたことに伴い「介護付き有料老人ホーム」等、

栃木県開発審査会運営規程に基づく提案基準の一部を改正し、今年４月１日から運用することとしてお

りますが、これらの改正内容を盛り込んだ「栃木県開発許可事務の手引き（平成２４年４月）」を発行

し、下記のとおり販売を行いますので、お知らせいたします。 
 

記 
 
１ 取扱機関 
 （１）県民プラザ（栃木県庁本館２階） 
 （２）県地方合同庁舎の生協売店 
     河内・上都賀・芳賀・下都賀・塩谷・那須・南那須・安蘇・足利庁舎売店 
 
     ※県地方合同庁舎の生協売店では、電話等でお申込みいただいてから取り寄せに１週間程度

かかりますので、御了承ください。 
 
２ 頒布価格 
  １冊 ９１０円 
 
 
 
 
 
 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一部改正しましたので通知します。 
 

記 
 
１ 主な改正内容 
 （１）事務取扱要領第２（４）イ → 別記様式第２号（更新履歴一覧表）の追加 
 （２）事務取扱要領第２（４）オ → 別記様式第３号（誓約書）の追加 
 
２ 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（改正後） 
 （２）新旧対照表 
 （３）別記様式第２号及び第３号 
 

優優良良産産廃廃処処理理業業者者認認定定制制度度にに係係るる事事務務取取扱扱要要領領のの一一部部改改正正
ににつついいてて            ～～栃栃木木県県環環境境森森林林部部廃廃棄棄物物対対策策課課よよりり～～  

「「栃栃木木県県開開発発許許可可事事務務のの手手引引きき（（平平成成２２４４年年４４月月））」」ににつついいてて
～～栃栃木木県県県県土土整整備備部部都都市市計計画画課課よよりり～～  
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３ 適用時期について 
  平成２４年４月１日から適用する。 
 
※添付資料につきましては、当会ホームページの会員専用トピックスに掲載しております。 

 
 
 
 
 
 産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）収集運搬業許可に係る審査基準の一部を別添のとおり改正しまし

たのでお知らせします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※詳細につきましては、当会ホームページの会員専用トピックスに掲載しております。 

 
 
 
 
 
 
 

産産業業廃廃棄棄物物（（特特別別管管理理産産業業廃廃棄棄物物））収収集集運運搬搬業業許許可可にに係係るる審審査査基基準準のの
一一部部改改正正ににつついいてて            ～～栃栃木木県県環環境境森森林林部部廃廃棄棄物物対対策策課課よよりり～～  

 

産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）収集運搬業許可に係る審査基準の改正について 

 

１ 改正内容 

 （１）未成年者の法定代理人が法人である場合の添付書類 

     法人の商業登記事項証明書、役員の本籍地の記載された住民票抄本、成年被後見人等

に係る登記事項証明書を添付する。 

 

 （２）経理状況確認書類 

     一定の財務状況にある場合（注）、中小企業診断士など専門的知識を有する者の診断

書類の提出を求めているが、当該診断書類の作成者について、新たに公認会計士、税

理士を追加する。 

・中小企業診断士 

・公認会計士 

・税理士 

・行政書士（行政書士は、栃木県行政書士会の行う産業廃棄物収集運搬業許可申請に

係る診断書類作成特別研修会修了者で、当該許可申請書の作成又は申請の代理を行う

行政書士とは別の行政書士に限る。） 

 

（注）直近事業年度が債務超過で、営業利益、経常利益又は当期利益のうち２つ以上

がマイナス 

 

２ 施行期日 

   平成２４年４月１日から適用する。 
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昨年９月「開発許可制度運用指針（平成１３年５月２日付け国土交通省国総民発第９号）」が一部改

正されたことから、宇都宮市開発審査会運営規程第４条に基づく提案基準別表を見直し、平成２４年４

月１日から運用することとしましたので、参考にお知らせいたします。 
 

記 
 
１．提案基準改正項目 
  ① 介護付き有料老人ホーム（改正） 
  ② 建築物基準法第３９条第１項の災害危険区域等に存する建築物の移転（改正） 
 
２．改定の趣旨・概要等 
  別紙のとおり 
 
３．添付資料 
 【提案基準新旧対照表】（資料１－１、１－２） 
 【提案基準別表】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※添付資料につきましては、当会ホームページの会員専用トピックスに掲載しております。 

 

宇宇都都宮宮市市開開発発審審査査会会運運営営規規程程にに基基づづくく提提案案基基準準のの一一部部改改正正
ににつついいてて（（通通知知））          ～～宇宇都都宮宮市市都都市市整整備備部部都都市市計計画画課課よよりり～～  

 
開発審査会提案基準の一部改正について 

 

１ 趣旨 

   高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号。以下「高齢者住まい法」

という。）や関係法令の一部改正に伴い、平成２３年９月に国が技術的助言として示して

いる「開発許可制度運用指針」が一部改正されたことから、宇都宮市開発審査会提案基準

について見直しを行うもの 
 
２ 一部改正の内容 

 （１）介護付き有料老人ホーム（資料１－１）（旧提案基準 有料老人ホーム） 
・平成２３年４月２８日に高齢者住まい法が一部改正され、新たにサービス付き高齢者住

宅の登録制度が設けられたことに伴い、その取扱いについて規定する。 
   ・市街化調整区域の公共公益施設（社会福祉施設）の許可基準である都市計画法第３４条

第１号の基準との均衡を図るため、当該基準についても集落要件等を設けるものとする。 
 
 （２）建築物基準法第３９条第１項の災害危険区域等に存する建築物の移転（資料１－２）（旧

提案基準 災害危険区域等に存する建築物の移転） 
   ・法律の改正等に伴う文書の修正を行う。 
 
３ スケジュール 

   平成２４年４月１日 施行 
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平成２４年３月２２日、行政書士会館において、

総務部主催平成２３年度「登録事前相談会」が開

催された。今回で３回目となるこの相談会は、行

政書士登録を考えている方から開業に関する質問

が事務局に多数寄せられるので、事務局では答え

ることの出来ない質問について直接行政書士に質

問をいただき、それに回答するという形式をとっ

ている。 
今回の出席者は１１名（うち試験合格者６名、

行政事務歴５名）であり、登録、開業を前に多く

の質問が寄せられた。以下、主な質問と懇談の内

容を紹介する。 
○ 開業までに準備すること 
○ 収入について 
○ 開業当初の苦労について 
○ 経営が軌道に乗るまではどのようであったか 
 
 
 
 
 
 ３月２日（金）１０時より栃木県行政書士会館

において臨時理事会が開催された。 
 
議案第１号 
栃木県行政書士会会則施行規則（第１２条）の

改正について 
 
提案理由 
①行政書士の更なる知名度向上と職域の確保のた

め、対外的活動の推進を期し、広報部と制度推

進部を統合し、広報部とする。 
②当会の組織は業務別の部編成ではないため、県

や日行連の業務対応に支障をきたしている。そ

こで、円滑な対応ができるよう部の再編を行う。

業務研修部、業務開発部、ＩＣＴ特別委員会、

国際業務特別委員会を業務部として統合し、業

務部内に業務別の５つのグループを設置し、既

存業務の専門書士の育成及び新規業務の開発

を行い、県、日行連、その他官民との業務連絡

の強化を図る。 
 
  

 
 
 
 
○ 業務獲得について 
○ 必要な設備（商売道具）について 
○ 行政書士以外の資格の必要性 
○ 主な業務、分野について 
○ 広告宣伝、営業活動について 
○ 報酬、見積について 
○ 職域について 
 
総務部・齋藤裕副部長のお力をいただいて、で

きるだけ率直に答えようと心がけ対応したが、伝

わっていただろうか。私自身開業前の不安な気持

が思い出され、厳しい社会情勢のなか開業しよう

としている方がいることは私にとっても励みとな

った。そしてその方たちが行政書士として活躍さ

れ、今度は是非苦労話などを私にお話いただけた

らと思っている。 
（総務部理事 一戸養子） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 本議案は全会一致で承認された。この結果、平

成２４年４月１日より部の編成が一新されること

となった。 
（広報部） 

 

臨臨時時理理事事会会開開催催

平平成成２２３３年年度度「「登登録録事事前前相相談談会会」」開開催催  

栃木県行政書士会 



 
 

－17－ 

改正内容：下線部分の変更。 

現 行 改正案 

第12条 会則第55条の規

定により本会に次の部を設

置する。 

⑴ 総務部 

⑵ 財務経理部 

⑶ 広報部 

⑷ 制度推進部 

⑸ 業務研修部 

⑹ 業務開発部  

２ 各部の分掌事務は次の

とおりとする。 

 

～中略～ 

５ 広報部においては、次

に掲げる事務をつかさど

る。 

⑴ 会報等の編集及び発

行に関すること。 

⑵ 広報活動の実施に関

すること。 

⑶ 広報技術の研究及び

開発に関すること。 

⑷ 行政書士業務の統計

に関すること。 

⑸ 行政書士に関する世

論の調査に関すること。 

⑹ 報道機関との連絡に

関すること。 

⑺ 上記事務をつかさど

る為に必要なこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 制度推進部において

は、次に掲げる事務をつか

さどる。 

⑴ 行政書士制度の推進

及び啓蒙に関すること。 

⑵ 社会貢献に関するこ

と。 

⑶ 行政書士の職域の確

保に関すること。 

 

 

⑷ 非行政書士の排除に

第12条 会則第55条の規

定により本会に次の部を設

置する。 

⑴ 総務部 

⑵ 財務経理部 

⑶ 広報部 

⑷ 業務部 

⑸ 削除 

⑹ 削除 

２ 各部の分掌事務は次の

とおりとする。 

 

～中略～ 

５ 広報部においては、次

に掲げる事務をつかさど

る。 

⑴ 会報等の編集及び発

行に関すること。 

⑵ 広報活動の実施に関

すること。 

⑶ 広報技術の研究及び

開発に関すること。 

⑷ 行政書士業務の統計

に関すること。 

⑸ 行政書士に関する世

論の調査に関すること。 

⑹ 報道機関との連絡に

関すること。 

⑺ 行政書士制度の推進

及び啓蒙に関すること。 

⑻ 社会貢献に関するこ

と。 

⑼ 行政書士の職域の確

保に関すること。 

⑽ 非行政書士の排除に

関すること。 

⑾ 行政書士報酬に関す

ること。 

⑿ 上記事務をつかさど

る為に必要なこと。 

 

６ 業務部においては、次

に掲げる事務をつかさど

る。 

⑴ 業務研修会の開催に

関すること。 

⑵ 専門業務特別指導員

に関すること。 

⑶ 業務の開発・調査研

究並びに資料の作成に

関すること。 

 

⑷ 業務について行政機

関すること。 

⑸ 上記事務をつかさど

る為に必要なこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 業務研修部において

は、次に掲げる事務をつか

さどる。 

⑴ 業務の研究会の育成

及び研修会の開催に関

すること。 

⑵ 専門業務特別指導員

に関すること。 

⑶ 上記事務をつかさど

る為に必要なこと。 

８ 業務開発部において

は、次に掲げる事務をつか

さどる。 

⑴ 業務の開発・調査研

究並びに資料の作成に

関すること。 

⑵ 業務の開発プロジェ

クトチームの育成及び

講習会の開催に関する

こと。 

⑶ 行政書士報酬に関す

ること。 

⑷ 業務について行政機

関及び各種団体との連

絡に関すること。 

⑸ 上記事務をつかさど

る為に必要なこと。  

 

関及び各種団体との連

絡に関すること。 

⑸ 業務の電子申請に関

すること。 

⑹ 上記事務をつかさど

る為に必要なこと。 

⑺ ⑴～⑹の事務につい

ては、下記の業務グルー 

プごとに行う。 

 ①業務第１グループ

  ②業務第２グループ

  ③業務第３グループ

  ④業務第４グループ

   ⑤業務第５グループ

 ⑻ ⑺①～⑤のグループ

の取り扱う主な業務は 

次のとおりとする。 

   ①運輸交通・警察関

係業務 

   ②建設・農林・環境

関係業務 

   ③中小企業支援関係

業務 

   ④国際関係業務 

  ⑤権利義務・事実証

明関係業務 

 

７ 削除 

 

 

 

 

 

 

８ 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

この規則は、平成24年 4

月 1日から施行する。 
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組織再編後の担当別配置 

部 担当業務 

総務部 
★青木副会長 
◎毛塚部長 

○齋藤副部長 
 岸、一戸、 

 

総務全般 
コンプライアンス、業際問題、申請取次管理委員会 
規則の整合性の見直し、理事会・総会の議案作成 

財務経理部 

★小林副会長 
◎根岸部長 

○大戸副部長 
記帳精査、監査対策、予算執行、 

広報部 
★押野副会長 
◎田代部長 

山ノ井、倉持 
○前澤副部長 
 佐藤(栄) 

 岩本<専>、竹島<専>

  

広報関係、広報活動、行政書士とちぎの編集 

制度推進関係、非行政書士対応、三士会活動、 

広報月間、報酬額統計調査、市民公開講座 

業務部 

○研修会開催 

○県との連絡協議 

○新規業務開拓 

○日行連業務関係 
担当副会長 
★手塚副会長 
★押野副会長 
★田渕副会長 
★小林副会長 
 
◎鈴木部長 
○稲葉副部長 

業務第１グループ 
◆長竹、◇福澤 
浅野 

運輸交通・警察関係業務他    （担当手塚副会長）

車庫証明、自動車登録、運送、倉庫業法、古物 

風俗営業等 関係業務、および関係業務の入札 

業務第２グループ 
◆山本 ◇秋葉 
  

建設・農林・環境関係業務他   （担当田渕副会長）

土地利用、砂利採取、工場立地、公害防止、廃棄物処理、

建設業、入札資格等 関係業務 

業務第３グループ 
◆青木(裕) ◇堀越 
 久我<兼> 

中小企業支援関係業務他     （担当小林副会長）

会社設立、法人設立、営業許可、医療、会計記帳、税務、

社会保険及び労働保険、消防、著作権、独禁法、輸出・輸

入等、関係業務 
業務第４グループ 
◆深見 

 

国際関係業務、 ＴＩＡ他     （担当押野副会長）

 入管業務、渉外戸籍、査証申請、外国文認証、旅券 

 申請、渉外事件、外国人無料相談会等の主催 

業務第５グループ 
◆岡井 ◇安野 

権利義務・事実証明関係業務他  （担当小林副会長）

事実証明、相続、遺言業務等 

業務第１～第４グループに属しない業務 

ADR 特別委員会 
★田渕副会長 
◎土方委員長、○久我副委員長 

ADR 業務の研究、研修会の開催、研修講師養成 
（法改正時に認証ができ、委員会の方向性を決める。） 

成年後見特別委員会 

★押野副会長 
◎福田委員長、○高山副委員長、佐藤(勝) 

成年後見業務の推進、研修会の開催 
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最近巷では福祉というものに注目が集まっているので、皆さんの事務所にも福祉に関連する相談

なども寄せられていることと思います。日本の産業の中でもこれから期待できるのは福祉と環境だ

と言われています 特に高齢者の福祉は今後の人口推移から考えても伸びてゆく産業であると推測

できます。 
 さて、皆さんは福祉というとどんなものを思い浮かべるでしょうか？ 多くの方はデイサービス

や訪問介護などを思い浮かべるのではないでしょうか？ 私たちは行政書士ですから、成年後見な

どを思い浮かべる人もいるかもしれません。そうです、福祉という概念はとても広いものなのです。 
 では、そのなかで私たちが行政書士として関われるもの、そしてこれから福祉関係業務の中で開

拓していけそうなものにはどんなものがあるのでしょうか？また、現在の福祉産業の現状はどのよ

うになっているのでしょうか？ 
 そのような観点から行政書士の関わることのできる福祉関係業務を見て行きたいと思います。 

福祉産業の現状 
 現在、日本は超高齢化社会に突入しています。それは、皆さんもご存知のとおりです。当然、介

護が必要な方が増えデイサービスや訪問介護の事業所なども増えています。しかし、ビジネスとし

て儲かる事業なのか？と聞かれれば必ずしもそうではないと思います。 
 介護保険に関わる事業の場合は介護保険サービスの組み合わせ方によってもかなり収支に差が出

ます。従業員の確保にも苦慮している事業者さんが大半です。介護の現場は低賃金、重労働といわ

れています。そのため、離職率も相当高く従業員の入れ代わりが激しいのが現状です。ですので、

小さな事業所ほど運営に苦労されています。 
 高齢者を取り巻く環境としては、昨年「高齢者住まい法」が改正され、これまでの「高齢者専用

賃貸住宅」が新たに「サービス付き高齢者向け住宅」に変わりました。２０１２年の介護報酬改定

で創設される「２４時間対応の定期巡回・随時対応型サービス」と連携し要介護度が重くなっても

暮らし続けることができる住まいとしてここが期待されています。行政書士の業務に直接関わらな

いこともありますが、異業種からの福祉産業への参入も増えていますので先生方の顧客企業の中で

福祉産業に新たに参入したいなど相談を受けたときに知識として持っていると何かと頼りにされる

ことと思います。 
 また、新たに法人を立ち上げて参入したいというようなときには法人の設立という仕事が入りま

すし、サービス付き高齢者住宅をつくりたいという場合には開発許可や農地転用の許可なども発生

するかもしれません。そういった観点からも福祉という分野の知識を入れておくことはこれからの

業務拡大につながるのではないでしょうか。 
 
行政書士が関わることができる福祉関係業務 
 福祉関係業務の中で行政書士が関われるものにはどんなものがあるのでしょうか？ 
 具体的には次のようなものがあげられます。 
・ 介護保険事業所指定申請に絡む法人設立 
・ 介護保険事業所指定申請のサポート 
・ 介護保険事業所指定申請に伴う定款の見直し（目的変更の際のアドバイス） 
・ 障害者自立支援法に基づく指定申請のサポート 
・ 障害者自立支援法に基づく指定申請に絡む法人設立 
・ 障害者自立支援法に基づく指定申請に伴う定款の見直し（目的変更の際のアドバイス） 
・ 一般乗用旅客運送事業福祉限定（介護タクシー）許可申請 
 
 では、上記の業務を具体的に解説していきます。 
 まず、介護保険事業所の指定申請に絡む法人設立ですが、介護保険事業所を始めるには法人でな

ははじじめめててのの福福祉祉関関係係業業務務  
宇都宮支部

宇賀神英巳
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くてはなりません。例え一人でケアマネージャーの事業所を作りたいと思っても法人でなければ介

護保険事業所の指定申請をすることができませんので法人を作ることになります。具体的には、Ｎ

ＰＯ法人や株式会社が一番多いと思います。その他一般社団法人で作る場合などもあります 
 次に、介護保険事業所指定申請のサポートですが、なぜこのような書き方なの？と思う方もいら

っしゃると思います。介護保険事業所指定申請については役所の方も行政書士業務と思われている

方も多くいますが、社会保険労務士の業務になるようです。ですから、行政書士には申請代理権は

ありません。ですが、これから立ち上げようとする事業者の中で自分で立ち上げる方以外の多くの

方が、ありがたいことに行政書士に相談をしてきます。ですから、申請書の作成のサポートはさせ

ていただきますが申請は事業者の方が出されるという形をとることになります。もっとも、介護保

険事業所指定申請の場合は役所との事前の打ち合わせから指定申請まで事業者さんも同席して行な

いますのでいずれにしても事業者の方が役所に出向くこととなります。 
 また、定款の見直しについてですが、介護保険事業所を設立する場合には当然定款の目的に載せ

なければなりませんが記載の仕方も決まっていますのでそのあたりのアドバイスも必要になってき

ます。 
 障害者自立支援法に基づく指定申請の場合も概ね介護保険の場合と同じような内容になりますの

で割愛させていただきます。 

 続いて、一般乗用旅客運送事業（福祉限定）についてです。これは、一般に介護タクシーとか、

福祉タクシーなどといわれるものです。皆さんも街中でご覧になったりしたことがあると思います。   

この一般乗用旅客運送事業許可申請は昔からある行政書士業務の一つです。現在、一般乗用旅客運

送事業（タクシー事業）は参入規制などにより新規の申請が事実上難しくなっていたり、法人で５

台以上の車両を持たないと始められないなど、かなり高いハードルとなっていますが、福祉限定に

限っては車両１台から、個人でも始められるなどかなりゆるい基準で参入ができるようになってい

ます。これは、国土交通省の方針が大きく影響しています。 

国土交通省では「移動等円滑化の促進に関する基本方針」において福祉タクシーについては、「２

０１０年度までに、約 1 万８０００台の福祉タクシーを導入する」としていました。この背景にあ

るのは、２００６年１２月に施行された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

（バリアフリー新法）」です。しかし、国土交通省の平成２２年度末 自動車交通関係移動等円滑化実

績等についての公表では平成２３年３月末現在の福祉タクシーの導入状況は、１２,２５６台（前年度より 

１,０９１台増、９.８％増）となっています。 

一般乗用旅客運送事業（福祉限定）の許可の条件 
紙面の都合上要点に絞って記載します。 
・営業区域 
福祉・介護タクシーの場合営業区域は都道府県単位になります。  
発地、又は着地が許可を受けた都道府県にあればよいことになります。   

・最低車両数 
１台  

・管理運営体制 
運行管理者及び整備管理者の選任（車両数が５両未満は資格がなくても大丈夫です。）  

・法令試験  
関東運輸局管内は福祉・介護タクシーの場合法令試験は免除になっています。  

・資金計画  
資金計画の見積りも許可を受けるのに必要になります。  
所要資金は次の（イ）～（ト）の合計額とし、費用ごとに以下の示すことにより計算されている

ものであること。  
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（イ）車両費 取得価格（未払金を含む）又はリースの場合は１年分の賃借料等 
（ロ）土地費 取得価格（未払金を含む）又は１年分の賃借料等 
（ハ）建物費 取得価格（未払い金を含む）または１年分の賃借料など 
（二）機械器具及び什器備品 取得価格 （未払金を含む） 
（ホ）運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の２か月分 
（へ）保険料等 保険料及び租税公課（１年分） 
（ト）その他 創業費等開業に要する費用（全額）  
所要資金の５０％以上、かつ、事業開始当初に要する資金の１００％以上の自己資金が、申請日

以降常時確保されていること。  
・営業所、車庫、休憩または仮眠のための施設の条件等  
営業所は営業区域内にあること。複数の営業区域を有する場合はそれぞれの営業区域内にあるこ

と。  
申請者が土地、建物について３年以上の使用権限を有するものであること。  
建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。  
車庫は原則として営業所に併設。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で２キロメート

ル以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。  
車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が５０センチメートル以上確保され、かつ、営業

所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。  
車庫は他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。 事業用自動車の点検、

清掃及び調整が実施できる充分な広さを有し、必要な点検が実施できる測定用器具等が備えられ

ているものであること。  
事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両

制限令に抵触しないものであること。前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る

使用権限を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に隣接する公道との関係にお

いても車両制限令に抵触しないものであること。  
休憩または仮眠の為の施設は、原則として営業所または自動車車庫に併設されているものである

こと。ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で２キロメート

ルの範囲内であること。  
事業計画を的確に遂行するに足りる規模を有し、適切な設備を有するものであること。  
他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用するこ

とができるものであること。  
・損害賠償能力  
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産

の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保

険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。  
 
 以上のように介護タクシーの申請には関係法令との調整や資金計画などのチェック等や車庫や

営業所の図面作成など事業者にとってはとても負担になることも多くあります。そこで行政書士

の出番となります。行政書士として、やってみて面白い仕事の一つであると私は思います。 
 ここまで、行政書士の視点から福祉という分野をとらえてみてきましたが紙面の都合上全般的

なことしかお伝えすることができませんでした。行政書士として直接的に関わることができるこ

とは少ないのかもしれませんが、福祉産業が今後伸びていく分野であるとしたら行政書士も指を

くわえてみているわけにはいきません。まだまだ、未開拓の地です。この分野で行政書士として

の地位を確立するべく今後の動向に注目しながら研鑽を積み皆さんで業務を確立していきましょ

う。 
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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 

５／１５ 傾聴トレーニング  第２回 500円 5/11  － － 

５／２５ 行政書士基礎講座  第２回 無 料 5/23  － － 

 

支部名  
氏 名

 

ＦＡＸ  

募 集 

傾聴トレーニング 第２回             ＡＤＲ特別委員会主催 

○開催日時 

平成２４年５月１５日（火）１３：００～１７：００ 

○開催場所 

栃木県行政書士会館２階 

○研修内容 

● もっと人の話を上手に聴けるようになりたい。 
● 調停人の資格は取ったけれど、練習不足で自信がない。 
● 各個人事務所で主として相談業務を行っているが、さらにスキルアップを目指したい。 
● 専門業務を超えて、傾聴を学ぶ多くの人と出会いたい。 
そんなあなたにピッタリの研修会です。 

○講 師 

行政書士 土方 美代 

○受講料 

５００円 

行政書士基礎講座 第２回                 業務部主催 

○開催日時 
平成２４年５月２５日（金）１３：３０～１５：３０ 

○開催場所 
栃木県行政書士会会館２階 

○研修項目 
「はじめての会社法」 
○講  師 
行政書士  横山 眞 

○受講料 
無 料 
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～成年後見特別委員会より～ 

５月の成年後見研修会 

全１０回で実施しております成年後見研修会の５月の開催は、予定通り以下の日程で開催します。

受講者の方はテキストを忘れずにご参加下さい。なお、第５回と第６回は参加人数が多いため駐車

場の混雑が予想されます。時間に余裕をもってご来場下さい。 
 ○５月の日程、内容、時間 

実施回 研修日 科目（内容） 研修時間 

第５回 ５月 ８日（火） 財産管理の実務 (＊) 13:30～15:00 

身上監護の実務 15:05～16:40 

第６回 ５月２２日（火） 
認知症に関する基本理解 13:30～15:00 

知的障がい及び精神障がいに関する

基本理解 (＊) 
15:05～16:40 

 ※場所は全て行政書士会館２階会議室。※途中回からの申し込みは受け付けておりません。 
※過去の成年後見中級研修を修了し、申し込みをされている方は＊印を受講して下さい。 

 
 
 

 

皆さん、映画はご覧になりますか？私は、最

近は映画館での鑑賞はなかなかないのですが、

たまに話題作をＤＶＤで観たりします。ところ

で、栃木県内では数多くの映画やドラマが撮影

されているのをご存知でしょうか？例をあげま

すと、 
「荒川アンダーザブリッジ」 
撮影場所：栃木市（旧西方町 本城橋付近） 

出演：林遣都、桐谷美玲、小栗旬、山田孝之 
「セイジ―陸の魚―」 
撮影場所：日光市川俣地区 
出演：西島秀俊、森山未來 

「アントキノイノチ」 
撮影場所：旧芳賀高校 
出演：岡田将生 榮倉奈々 

「ゴースト もういちど抱きしめたい」 
 撮影場所：宇都宮市オリオン通り商店街  

出演：松嶋奈々子 
「君に届け」 
 撮影場所：足利市・佐野市各所 
 出演：多部未華子 三浦春馬 
「告白」 
 撮影場所：旧芳賀高校、鹿沼市レストラン「バ

ンビ」 
 出演：松たかこ 
 

 
 
「ＩＣＨＩ」 
 撮影場所：岩舟町 
 出演：綾瀬はるか 
ちなみにドラマでは、「運命の人」「相棒

season10」「ラッキーセブン」「ＮＨＫ大河ドラ

マ 平清盛」「南極物語」「連続テレビ小説 お

ひさま」などなど・・・。わりと最近のものだ

けですが、ご紹介したのはほんの一部です。な

ぜ、栃木県が人気なのでしょう？栃木県は東京

から高速道路で４０～１２０分。交通の便が良

く（俳優さんも日帰りできますね）、その上自

然・建築物・街並・史跡など豊かな映像資源が

あるため、ロケ地として人気があるそうです。

また、フィルム・コミッションという、映画や

ドラマのロケーション撮影を誘致し、実際のロ

ケをスムーズに進めるための非営利公的機関が

支援していることも一つ。なので、自治体も協

力的で、バックアップ体制が整っているのだと

か。私は生まれも育ちも栃木県。ですが、こう

考えると栃木県の魅力はまだまだ何もわかって

ないなあ、というのが正直なところです。フィ

ルムを通して見てみると、見慣れた景色もまた

違って見えるかもしれません。また、一度観た

ことのある映画でも「どのシーンだろう？」と

思いながら探すのも楽しいかも？？ 
（支局長 川田有美） 



 

 

－24－ 

 

 

【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 

 

 
小 山 

H24.3.1 
323- 

0032 
小山市天神町 1-8-22 0285-22-1733  

大橋 勝典 

 宇都宮 
H24.3.15 

320- 

0826 
宇都宮市西原町 153-2 028-639-0455  

梶内 隆幸 

【退 会】後藤八郎会員と宇津井耕二会員と近能イク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 退会年月日 備 考 

日 光 後藤 八郎 H24.1.15 死 亡 小 山 宇津井耕二 H23.4.19 死 亡 

宇都宮 近能 イク H24.2.23 死 亡 宇都宮 桑久保 昇 H24.3.31 廃 業 

宇都宮 朴   徹 H24.3.31 廃 業 足 利 野口 忠男 H24.3.31 廃 業 

足 利 江泉 隆志 H24.3.27 廃 業 栃 木 川津  清 H24.3.31 廃 業 

栃 木 大島 三郎 H24.3.31 廃 業 那 須 坂内 利男 H24.3.31 廃 業 

【変 更】                            

支 部 氏 名 変更事項 変 更 内 容 

宇都宮 磯部誠一郎 事務所名称 磯部行政書士事務所 

 

 

 

 

 

 

日 時  平成２４年５月１８日（金） 

              午後１時～ 

場 所  護国会館 １Ｆ 高砂殿 

  宇都宮市陽西町 １－３７  

       TEL ０２８－６２２－３１８０ 

 

 

  

 

 

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 24年 3月 31 日現在）

行政書士とちぎ４月号 №424 

発行人  栃木県行政書士会 会長 須永 威 
〒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 

臨時理事会において全会一致で組織が

再編されました。機能的且つスピード感

を重視する組織にする内容です。 

 広報部としてもそのあり方や限られた

予算の中でスピード感があり最大限の広

報活動ができるよう検討してゆかなけれ

ばと考えています。 

（広報部 倉持 友弘）

 平平成成２２４４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  
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