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明明日日へへ向向けけてて  

  

            業業務務部部長長  鈴鈴木木  康康夫夫  

  

 業務関係の４つの部が統合され、２つの部（業務開発部・業務研修部）として事業を

開始したのが平成１１年４月の事でした。（それ以前の事は割愛します。）以来、１３

年の時を経て、この度、業務の２つの部にＩＣＴ特別委員会・国際業務特別委員会を加

えて１つの業務部に統合されました。これは部組織再編の一環として、行政書士とちぎ

４月号にも掲載のとおり広報部とともに本年４月より行われるものです。 

 業務部におきましては、より多くの会員の皆様の声を頂きながら幅広く事業を展開し

ていく所存ですので、会員の皆様のご協力を宜しくお願い申し上げます。 

 業務部の事業は、会員の皆様の仕事に少しでも多くお役に立てることを行っていく事

です。そのため、部の中に５つのグループを設けました。 

 

   第１グループ  運輸交通・警察関係業務 

              ・・・ 自動車関係・風俗営業・古物営業等 

   第２グループ  農林・建設・環境関係業務 

              ・・・ 農地転用・開発行為・建設業・産廃等 

   第３グループ  中小企業支援関係業務 

              ・・・ 会社法人設立・知的資産・事業承継等 

   第４グループ  国際関係業務 

              ・・・ 入管業務・渉外戸籍・ＴＩＡ等 

   第５グループ  権利義務・事実証明関係業務 

              ・・・ 相続・遺言・権利義務関係等 

 

として活動して参ります。 

 幅広い会員の皆様のニーズに応えるべく、それぞれのグループが県庁内各課を含め関

係官公署との業務連絡の機会を設け、会員の皆様に必要な情報をより早くお伝え出来る

様にすると共に、初歩的なものから専門性の高いものまで多岐の研修会を開催して参り

ます。高度情報化社会の中、業務の電子申請についても同様の取り組みをしていかねば

なりません。また、官公署から民間への業務委託についても研究開発を進めていきます。

 多くの事業が有りますが、会員の皆様のご協力を重ねてお願い申し上げます。 
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４月１３日（金）行政書士会館にて、平成２４

年度第１回理事会が開催された。宮澤昭夫相談役

のあいさつの後、以下の報告事項がされた。 

（報告事項） 

（１）平成２４年度定期総会開催について 

（２）日本行政書士会連合会関係 

（３）関東地方協議会関係 

（４）行政書士試験関係 

 

その後、理事３４名中３３名の出席を以て議案

審議に入った。 

（議 案） 

議案第１号 ＩＣＴ特別委員会の廃止承認につ

いて 

議案第２号 国際業務特別委員会の廃止承認に

ついて 

 ３月の臨時理事会議案第１号の承認により、Ｉ

ＣＴは各部が、国際業務は業務部業務第４グルー

プが担当することとなったため廃止。 

 

議案第３号 関東地方協議会連絡会特別委員会

の廃止承認について 

担当が終了することによる廃止。 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

議案第４号 総会に付議すべき事項について 

総会議案第１号 平成２３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２４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 役員の補欠選任について 

総会議案第６号 日本行政書士会連合会総会

に関する事項について 

 

議案第５号 栃木県知事表彰について 

 

議案第６号 暴力団等排除対策委員会規則の制

定について 

 

 上記議案はすべて可決承認された。 

 

（広報部 倉持友弘） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木県行政書士会 

平平成成２２４４年年度度第第１１回回理理事事会会開開催催      

※最新の会則・規則につきましては、当会ホームページの「会員専用」ページにてご覧いただけます。
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支部長になり満５年を迎え、その間、正・副会

長、本部理事様は勿論のこと、事務局の職員皆様

には会議開催の都度、親切丁寧に御指導いただき、 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ４月１３日（金）行政書士会館にて、平成２４

年度第１回幹事会が開催された。 

 野田尚吾前栃木県議会議長、簗瀬進前参議院議

員、石渡丈夫前小山市議会議員、古澤悦夫前西方

町長、山ノ井一男前西方町議会議員、郷間康久宇

都宮市議会議員の来賓あいさつの後、日本行政書

士政治連盟の近況が報告され、続いて議案審議に

入った。 

 

議案第１号 大会に付議すべき事項について 

上記議案はすべて可決承認され、その後議員連

盟との意見交換をし、閉会した。 

 

（広報部 倉持友弘） 

 

 

 

今日まで大過なく職務を遂行出来ました事に深く

感謝いたしております。 
私は、今、成年後見研修会に参加させていただ

いています。このことは私自身が成年後見人を目

指すというより、隣り近所のお年寄りが気さくに

相談出来る相手となることが地域への恩返しと考

え、日々真剣に取り組んでいます。 
 本年の賀詞交換会の来賓挨拶で代議士の先生よ

り、「行政書士の未来は現場にある！」との言葉

を聞いて、私は強く感銘しました。 
 私たち行政書士は、その地域の特色を生かして

業務に誇りをもって励み、ます己自身常日頃学習

し、地位を高め広く社会に貢献していかなければ

ならないと思っています。 
 

政連だより 

平平成成２２４４年年度度第第１１回回日日政政連連栃栃木木会会幹幹事事会会開開催催      

支 部 長 紹 介  日光支部長  福田 豊 
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今今 月月 のの 表表 紙紙 ：： くく ろろ ばば ねね 紫紫 陽陽 花花 まま つつ りり   

 
 
 
 
大田原市は、北西部を那須連山と東部を八溝山系に囲まれ、那珂川と箒川が清らかに流れる水と

緑、豊かな大地に恵まれた田園都市で、県北部の中心都市として「住む人が輝き 来る人が安らぐ 幸

せ度の高いまち」を目指して、まちづくりを推進しています。 

コシヒカリを中心とした県内でも有数の米どころであり、ウドやアスパラガスなどの農産物の生

産も盛んに行われ、高い農業産出額を誇ります。 

また、大田原市は那須与一、松尾芭蕉といった偉人のゆかりの地でもあり、１年を通してさまざ

まなイベントが開催されます。「那須与一伝承館」や「黒羽芭蕉の館」などの施設も充実しており、

歴史と文化が息づくまちです。 

ほかにも、美味しい食べ物や観光名所など、多彩な魅力があふれています。ぜひ大田原市にお越

しいただき、歴史と文化、豊かな自然に触れながら、季節の作物などに舌鼓を打ってみてはいかが

でしょうか。 

 

【大田原銘酒「六つ蔵」】 

大田原市は、栃木県で最も多

い六つの酒蔵がある「地酒のま

ち」です。 

那須連山という大自然のろ過

装置で磨かれた清涼な地下水で

作られる地酒は、優しい味わい

で淡い旨味が活きています。 

池嶋酒造「池錦・純米酒」、

菊の里酒造「菊の里・純米酒」、

天鷹酒造「天鷹・純米酒」、平

山酒造店「藤の蔵・純米酒」、

鳳鸞酒造「鳳鸞・純米吟醸酒」、

渡邉酒造「旭興・純米酒」といった堂々たるラインナップの大田原銘酒六つ蔵。おいしい料理とと

もに、ぜひご賞味ください。 

 

【くろばね紫陽花まつり】 

 花の公園として親しまれている黒羽城址公園周辺に植栽されている約６，０００株のアジサイの

開花に合わせて、６月２３日（土）から７月１６日（月）まで「くろばね紫陽花まつり」を開催し

ます。 

期間中は、俳句大会や写真コンテストなど様々なイベントが開催され、売店やお食事どころなど

もあり、ゆっくりとアジサイを堪能できます。 

夜間にはライトアップも行われ、幻想的なアジサイを楽しむことができます。 

 

【那珂川の鮎】 

全国一の漁獲量を誇る清流、那珂川のアユ。６月の解禁日に合わせ全国各地から太公望が集まり

ます。 

市内にはアユを取り扱った店舗が多くあり、塩焼きはもちろんのこと、アユの甘露煮や一夜干し

なども人気です。また、そのお店独自のアユ料理も多数あり、飽きることなく私たちの舌を楽しま

せてくれます。 

  わがまち自慢    —大田原市—   



 
 

－5－ 

 
 
今月は、鹿沼支部のこだち行政書士事務所を 

紹介させていただきます。 
 
 

 
 氏 名：小太刀 庸恭(こだち のぶやす)  
 事務所：こだち行政書士事務所 

鹿沼市樅山町７５－２３ 
 入会日：平成２１年１２月１５日 
 
 
Ｑ．入会の理由は？ 

「１７、８年前に、姉が行政書士試験を受けると

いうので、勧められるまま受けたところ合格しま

したが、当時は、行政書士がどんな職業か判らず、

小売系物販会社でサラリーマンをしていました。

数年後、その会社で、店舗開発という部署に配属

になり、土地探しから、店舗建築、お店の開店ま

での仕事を通して、様々な許認可等を申請するよ

うになり、改めて行政書士の仕事を意識しました。

その後、販売促進に配属になり、３年間程勤めま

したが、店舗開発でのやりがいを忘れられず、自

分でやってみたくなり、一昨年会社を退社し、入

会しました。」 
 
 
Ｑ．主な業務は？ 
「法人業務では、産廃収集、建設業、古物商、農

地法等の許認可や、社会福祉法人、NPO、社団法

人、株式会社等の法人設立、他に内容証明、契約

書、規約等の作成です。個人の方ですと、相続関

連と内容証明ですね。」 
 
 

 
 
Ｑ．モットーは？ 
「お客様に喜んでもらいたいという想いは常に意

識しながら仕事をしています。」 
 
 
Ｑ．行政書士になって嬉しかった事は？ 
「昔、勤めていた会社から仕事を頂けた事です。 
大きな仕事ではありませんでしたが、とても嬉し

かったですね。」 
 
 
Ｑ．他にも、資格等をお持ちですか？ 
「宅地建物取引主任者、危険物取扱主任者、販売

士、ＤＩＹアドバイザーです。行政書士としての

業務の幅を広げる為に、入管届出、著作権相談員、

運行管理者、産廃処理業者講習等、仕事の依頼を

受けた際に勉強のつもりで試験を受けるようにし

ています。」 
 
 
Ｑ．今後の抱負は？ 
「お客様から、“行政書士って何をやるの？”とい

う質問を本当によく受けます。また、“こんな事は

誰に相談すればいいの？”と聞かれた事そのもの

が行政書士業務だったりします。私も含めて、行

政書士業界のアピールが足りないと思うので、も

っともっと行政書士の認知度をあげていきたいと

思います。」 
 
 
 ということで、話を伺って？というか、原稿を

書いて頂きました。何を隠そう、小太刀会員は、

私の弟、つまり、行政書士のきっかけを作った姉

が私という事であります。(弟にインタビューも照

れるということで) 
 行政書士年齢も、実年齢も、私の方が上ですが、 
仕事に対する情熱は、小太刀会員の方が上のよう

なので、私も負けないよう勉強しなくてはと改め

て感じました。 
 今後とも、私たち姉弟をどうぞよろしくお願い

致します。 
 

(鹿沼支局長 野澤 佐江子) 
 

おじゃましま～す！ 会員事務所訪問コーナー 
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最近、真岡市には、２ヶ月に１回、娘がとても

楽しみにしているイベントがあります。 
 それは「門前びわ市」 
 露天でいろんな雑貨屋さんや食べ物屋さんが軒

を並べます。 
 ここに来るのは、実は今回で３回目。 
 今回は、陽気に恵まれたせいか、今までで一番

の賑わいだったような気がします。 
 門前というのは、寺社前で栄えた門前町から来

ているのかな？ と思ったら、ありました。 
 「長蓮寺」 
日本一の弁天様がいらっしゃるそうです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 弁天様は、商売の神様でもあるということです

から、この賑わいは、弁天様も本望なのではない

でしょうか。 
 娘はお得意様になりつつある生け花体験を今回

も申込み。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 この門前びわ市は、露天のお店ばかりではなく、

ちょっと奥に入った、それこそお寺の門前の通り

沿いの建物にもお店があります。 
 この迷路めいた道を入って、掘り出し物の雑貨

を見つけるのも、嫁や娘の楽しみのひとつとなっ

ています。 
 嫁と娘は雑貨が大好きですので、二人一組にな

ってあちこちのお店を回ります。 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 私はというと、今回初出店と思われるケバブが

気になり、そのお店を遠目にチラチラ。 
 店員さんは外国人のようです。 
 よっしゃ！ 外国語であいさつをしてやろうと

思い立つのですが、う～ん、ケバブってどこの国

の料理なのか思い出せない入管取次行政書士なの

でした。 
 嫁と娘は、あるお店で手作りの雑貨を買うこと

に。 
 その雑貨を私は車に置きに行き、びわ市会場に

戻ってみると、嫁と娘はホットドックを買ってい

ました。 
 「パパも食べるでしょ？」と、私の分もあった

ようですが、私は、気になっていたところのケバ

ブを購入。 
 外国人さんから日本語で。 
 帰りに通りかかった公園で、ホットドックとケ

バブを美味しくいただきました。 
 この記事を書いているときはまだ４月ですが、

娘は早くも６月が待ち遠しいようです。 
 パパはお仕事頑張って、出費に備えなければな

りませんね。 
（芳賀支局長 栁 知明） 

 
 
 
 

支局かわら版 
「門前びわ市」 

芳賀支部 
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【宇都宮】 

平平成成２２４４年年度度  第第１１回回理理事事会会開開催催  

４月９日（月）行政書士会館２階にて第１回理

事会が開催された。理事・監事・相談役も含め１

４名が参加した。議題は５月１２日に開催予定の

定期総会に関する資料作成及び準備について。 

支部長より議案書原案をもとに平成２３年度

の活動報告と収支、今年度の事業計画案と予算に

ついて報告があった。 

平成２３年度は大震災後、被害の大きかった清

原地区を中心に震災関係の無料相談会を実施し成

果を得た。他、商工会議所での無料相談会や市民

プラザでの定期的な無料相談会も開始され、積極

的なＰＲ活動と社会貢献等の取り組みができた。

それに伴い支出も増加したとのことだった。 

今年度は緊縮財政ながら無料相談会の回数等

は減らさずに研修事業の在り方や会員の親睦を図

る事業等の見直しを検討し、予算内で成果を上げ

られるよう工夫していくこととなった。 

続いて日政連栃木会宇都宮支部幹事会では郷

間議員の挨拶のあと、活動報告があった。ここで

郷間議員よりうれしい報告があった。以前、松岡

会員より紹介のあった「知的資産経営報告書」の

活用について市役所の担当課長より「是非、一度

詳細を聞かせてほしい」と申し出があったとのこ

とである。行政書士の新たな事業として注目して

いきたいと思う。 

その他として支部の統合に関するアンケート

の返答について話し合いがなされた。宇都宮支部

としてはまだどちらともいえず、今後を見守りた

いとして話がまとまった。 

 

 

いろいろな議題で活発な意見交換がなされ、今

年度も意欲的な執行部の活躍に期待が持てる。総

会には多くの会員に参加いただき、宇都宮支部を

さらに盛りたてていただけるよう期待したい。 

（支局長 竹島尚子） 

【鹿 沼】 

鹿鹿沼沼支支部部定定期期総総会会開開催催  

 去る４月２０日(金)午後３時から、鹿沼市東末

広町の福田屋百貨店コンベンションホールにおい

て、鹿沼支部の定期総会及び、政治連盟鹿沼分会

の定期大会が開催されました。 
 青木勇夫副会長、松本明栃木支部長を、来賓と

してお迎えし、平成２３年度の事業報告・決算、 
平成２４年度の事業計画・予算について、承認さ

れました。お忙しいところ、お出でいただきまし

た来賓の皆様には改めてお礼申し上げます。 
また、総会終了後、懇親会において会員相互の

親睦を図りました。 
（支局長 野澤佐江子） 

【小 山】 

春春のの交交通通安安全全街街頭頭周周知知活活動動  

４月６日（金）午前７時３０分より、「春の交

通安全街頭周知活動」を行いました。去年は、春

夏秋の３回全て雨天中止となり、事実上、１年ぶ

りの周知活動となりました。 
今回は、指先が凍える程の春寒な朝においての

開催となりました。 

この活動は、一見すると地味な活動なのかもし

れません。しかし、これは駐在所警察官や公民館

職員、歩行者、自転車運転者、ドライバー等地域

支 局 情 報 
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社会の皆様と私達行政書士が、朝の合同活動や挨

拶などの交流を通じ、「地域社会の交通事故ゼロ実

現」という目的につき、皆で一緒に実現する、と

いうものですから、誠に重要な活動であると考え

ます。 
近、悲惨な交通事故をニュースや新聞等で頻

繁に見かけますが、行政書士の業務には、交通事

故関係の業務もあります。交通事故になった後の

サポートだけではない、事故になる前のサポート

も、私達行政書士のできるサポートなのではない

かと思います。 
（支局長 渡邉康明） 

行行政政書書士士専専門門相相談談  

４月１８日（水)、午前１０時から１２時まで、

小山市役所 本庁舎地下１階 市民相談室にて、

「行政書士専門相談」が開催され、私も参加して

参りました。 

これは、相続や遺言、農地転用、開発行為等、

行政に提出する書類や手続きに関することについ

て、原則第３水曜日、小山市で開催される小山市

民向けの相談会です（要予約。問い合わせ先 小

山市役所生活安心課 市民安全相談係 電話 ０

２８５-２２-９２８２） 
今回も、相続関連のご相談を多くいただきまし

た。相談会に参加させていただくと、特に相続問

題につき市民の皆様に強いご関心があることと、

抱えておられる問題につき市民の皆様が深刻に感

じておられるご様子を痛感いたします。 
しかしながら、相続に限らず、行政書士として

市民の皆様のお役に立つことができるのは、大変

光栄なことであると毎回参加させていただくなか

で思います。今後も、積極的に参加させていただ

き、市民の皆様に有用なご回答を差し上げるべく、

努力して参りたいと思っております。 
（支局長 渡邉康明） 

【那 須】 

平平成成２２４４年年度度  那那須須支支部部第第１１回回役役員員会会  

及及びび  定定期期総総会会開開催催  

 ４月２０日、那須塩原市「楼蘭」において、本

年度第１回役員会が開催されました。また、２７

日には、役員会で確認及び協議された事項に基づ

き、那須塩原市「遊山」において、出席会員１７

名、委任状出席４２名のもと、那須支部定期総会

が開催されました。 
 審議議案は以下の通りです。 
１．平成２３年度事業報告・収支決算承認・ 

監査報告 
２．平成２４年度事業計画・収支予算について 
３．那須支部慶弔見舞規程改正について 
４．日本行政書士政治連盟栃木会那須分会総会 
   平成２３年度活動経過報告承認と 

平成２４年度活動方針について 
 本年度の事業計画については、基本的に昨年と

同様に計画されております。無料相談会について

は、この数年の間、年度ごとに無料相談会の回数

を変えながら実施してきましたが、年間８回の場

合と６回の場合では、年間の総相談件数に、大き

な違いが見られませんでした。そのため、本年度

も実施回数は、６回を予定しています。また、審

議議案の３については、平成２３年の支出、及び

平成２４年の支出予算額にも影響することですが、

これまで那須支部の規程では、会員等の死亡の際

には、規程の金額及び「花輪」となっておりまし

た。しかし 近は、地域によって、花輪を受け付

けていない斎場も増えてきていますので、その場

合、花輪ではなく生花に替えざるを得なくなりま

す。生花の場合、価格も上がりますので、今後も、
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支出や予算に大きく影響することが予想されるた

め、その変化に対応できるよう、規程改正につい

て、今回の総会で審議され、承認されました。 
 支部の定期総会は、支部会員同士が顔を合わせ

る数少ない機会ですので、情報交換を行う等、有

意義な時間となりました。 
（支局長 冨田倫子） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
風薫る５月になり、スポーツをするにもいい季

節になりました。 
今まで特にスポーツをやっていなかった方で

も、ウォーキングやジョギングなら、手軽に始め

られると思います。私も数年前、運動不足解消の

ため、ジムのトレッドミル（ランニングマシン）

で走り始めたところ、身体に劇的な変化が起こり

ました。 
かつてランニングで膝を故障した苦い経験が

あるので、始めるに当たって、ランニングや健康

に関する本を読み漁り、とにかく「健康第一、絶

対に無理はしない」と誓いを立て、自分なりのル

ールを決めました。 
① 初と 後の１０分間（ウォームアップとク

ールダウン）は走らずに歩く。 
② 歩くときも走るときもスピードは徐々に上げ、

やめるときは徐々に下げる。 
③ 呼吸が苦しくなるようなスピードでは絶対に

走らない。 
④ 週３回を目標にする。 
というものです。 
私は元々、体重・体脂肪ともほぼ平均値でした

から、ダイエットには無縁で、健康診断でもなけ

れば、体重計に乗ることもありませんでした。 
ランニングを始めて３か月余り経った頃、風呂

に入っていて、脇腹あたりが痩せてきたことに気

付きました。そして６か月が過ぎ、たまたま体重

計に乗る機会があったので測ってみたところ、何

と体重が１０キロ、体脂肪は１１％も落ちていま

した。運動不足解消のために始めたランニングで 

 
 
 
 
 
 
 

す。痩せることなど全く考えていませんでしたか

ら、この結果に驚いてしまいました。おかげで履

けなくなったズボンを処分する羽目になりました。 
脂肪を燃焼するにはウォーキング、ジョギング、

水泳などの有酸素運動が良いと言われています。

しかし、有酸素運動でも「ゼーゼー、ハーハー」

呼吸が苦しくなるまで心拍数を上げてしまっては、

無酸素運動になってしまい、脂肪は燃焼しません。 
運動をする目的は「健康のため」、「ダイエット

のため」、「ストレス解消のため」など人それぞれ

です。私のやり方では、走り終えても疲労感はあ

りませんから、物足りなさが残ります。ただ、ス

ポーツ選手ではありませんから、無理な負荷をか

けることは、体を鍛えるどころか、逆に故障の原

因にもなりかねません。何事も「過ぎたるは及ば

ざるが如し」です。 
ここ２～３年は、親の介護などがあり、全く走

っていませんが、一度落ちた体重と体脂肪は、今

も変わらずそのままです。ランニングによる体質

改善の効果が、運動をやめた後もずっと維持され

ていることに、改めて驚いています。 
（栃木支局長 白石博章） 
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ネネココ奴奴隷隷天天国国  

サラリーマンものの４コマ・ギャグ漫画「Ｃ

級さらりーまん講座」をご存知ですか。主要

な登場人物の１人である二階堂係長はクール

なイケメンで営業成績もＡ級ながら、その全

てをチャラにしてしまう超Ｃ級の変人。飛び

込みの営業マンに「ところで象やキリンは〝

ゾウさん〟〝キリンさん〟なのに、どーして

猿は〝おサルさん〟なのか？」と問い、相手

の「実は私もなぜ猫は〝ネコちゃん〟で犬は

〝ワンちゃん〟なのか、ずっと悩んできたん

ですよ」との回答に、〝神の導き〟と契約し

てしまう人です。私はこの台詞にふれてから、

日々なぜ〝ニャンちゃん〟ではなくて〝ネコ

ちゃん〟なのか悩んでいます。二階堂係長は、

重要書類を背広の内ポケットでぐしゃぐしゃ

にしながら、アタッシュケースに４、５匹の

仔ネコを入れていたこともあるネコ好き。そ

こで、〝ネコ奴隷〟が喜びそうな新聞記事（～

朝日新聞）を紹介するだニャ～（ちなみに私

は、容貌も能力も、そして人間性も、Ｃ級）。 

 

●●ネネココはは、、「「役役  者者」」だだニニャャ～～  

 太い脚に愛嬌のある「ニャン太郎」は、北

海道網走市郊外のＪＲ北浜駅の待合室に住ん

でいる。真冬は流氷が目の前に広がる小さな

無人駅だ。１月に東京から撮影チームが来た。

カラオケの新曲に使われる背景映像の撮影だ

った。主役は、韓国人歌手のキム・ヨンジャ

さん。駅の窓際に座って、降りしきる雪を眺

めるシーンの時だった。「ニャン太郎」が太い

脚で、のっそりと横に来た。そのままひざに

乗った。シナリオになかったことだ。帰りた

いが、帰れない。都会でさらにがんばると歌

う詩が流れる。ひざの上の「ニャン太郎」は、

ヨンジャさんと一緒に海を眺める。イメージ

以上の出来栄えになってしまった。曲名は「夢

千里」という。  

           （Ｈ１４－４－１） 

  

  

  

  

  

  

●●ネネココはは、、「「旅旅  人人」」だだニニャャ～～ 

 米北部ウィスコンシン州ミルウォーキー近

くの家から９月末に行方不明になった生後約

１年の「エミリー」という名の雌ネコが仏北

部で見つかり、１日、飼い主のもとに戻され

た。コンテナの中に紛れ込みトラックでシカ

ゴへ、船で大西洋を渡りベルギー経由でたど

り着いたらしい。識別票から工場の関係者が

米国の獣医師に連絡して身元と旅の全容が明

らかになり、「密航ネコ」と話題が沸騰。帰り

の航空機ではビジネスクラスの窓際席に係員

と乗り、パリ北部の空港を出発。ニュージャ

ージー州経由でミルウォーキーの空港に到着、

飼い主一家と再会した。         

 （Ｈ１７－１２－３） 

 

●●ネネココはは、、「「予予言言者者」」だだニニャャ～～ 

 話題の主は、米ロードアイランド州の州都

プロビデンスにある養護リハビリセンターで

飼われている「オスカー」という２歳の雄猫。

ブラウン大のデビッド・ドーザ准教授（老人

病学）が医学誌に書いた「猫のオスカーのあ

る１日」と題するコラムによると、「オスカー」

は病院３階をすみかにしており、入院患者が

いる病室を自由に出入りして暮らしている。

日によっては突然、患者のベッドの上に上が

り込み、鼻やのどを鳴らした後、そのまま丸

くなって居着いてしまうことがある。すると、

その患者は必ず数時間後に亡くなるという。

ドーザ准教授は「予言のおかげで、最期に立

ち会えた家族も多い。『オスカー』は温かく見

守られています」としている。          

 （Ｈ１９－８－６） 

 

（足利支部 人格・破壊之輔こと杵渕 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 

1697 H24. 4. 3
「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 

 

1 H24. 4. 3 日本行政書士会連合会事務局の体制について  

事務連絡 H24. 4. 3 平成 24年 4月 1日現在の会員数の確認について（お願い）  

  H24. 4. 3 平成 24年度各単位会総会に係るアンケート  

1675 H24. 4. 5 「行政書士関係法令先例総覧CD-ROM」の送付について  

  H24. 4. 9 【月間日本行政】6月号(№475)原稿予約と提出の締切について  

47 H24. 4. 9
平成 24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 

 

  H24. 4.12 平成 23年度知的資産実務研修第1時限講義録の掲載について  

日 予  定 時  間 主  催 

1 金 正副会長会 9:30~ 総務部 
三役会 10:30~ 総務部 

5 火 成年後見研修会 第７回 13:30~16:40 成年後見特別委員会

6 水 登録説明会 10:00~ 総務部 
8 金 第２回理事会  栃木県行政書士会

11 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 
編集会議 13:30~ 広報部 

13 水 ＴＩＡ無料相談会 10:00~ 業務部（業務第

４グループ） 
国際業務相談事例研究定例会 13:30~ 業務部（業務第

４グループ） 
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 

18 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 

19 火 傾聴トレーニング 第３回 13:00~17:00 ADR特別委員会

20 水 登録説明会 10:00~ 総務部 
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 

24 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 

26 火 成年後見研修会 第８回 13:30~16:40 成年後見特別委員会

27 水 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 

28 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 

栃木県行政書士会カレンダー（６月） 

日行連だより 
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79 H24. 4.12 震災支援金の継続募集について  

62 H24. 4.16 平成 24年度 4月分 会費納入について  

88 H24. 4.20 各単位会の平成24年度定時総会の開催日程等について  

93 H24. 4.20
自動車保有関係手続きに関する一般社団法人日本自動車販売協

会連合会と日本行政書士会連合会との合意について 

 

95 H24. 4.20
「知的資産業務一覧」及び「知的資産契約マニュアル」の送付

について 

 

98 H24. 4.20
行政書士申請取次実務研修会効果測定結果に基づく再受講対象

者の通知について 

 

90 H24. 4.20

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

のとりまとめについて（お願い） 

 

119 H24. 4.26
電子証明書を取得した住基カードによる電子定款の作成につい

て（回答） 

 

127 H24. 4.26
基地周辺住宅防音事業に係る業務受託についての意見交換会開

催結果について 

 

 
 

ＶＴ           正副会長の動き 
  
 

日 時 行 事 出席者 内 容・場 所 
4/ 2(月) 13:00～ 栃木県文書学事課来局 会長、青木 異動に伴う挨拶 

4/ 4(水) 13:30～ 総務部会 全員 理事会議案について 

15:30～17:00 正副会長会 会長 平成24年度事業について 

4/ 5(木) 13:30～ コスモス成年後見サポートセンター 

支部長会 

押野 大宮ソニックシティ 

4/ 9(月)  行政書士とちぎ寄稿依頼 押野 大田原市役所情報政策課 

4/10(火) 13:30～15:00 広報部会 押野 行とち4月号の編集、校正 

4/11(水) 13:30～15:30 国際業務相談事例研究定例会 押野 相談事例の研究 

15:30～17:00 業務第４グループ会議 押野 平成24年度事業について 

4/12(木) 18:00～ 宏池会と語る会 青木 東京プリンスホテル 

4/13(金) 13:30～17:30 平成 24年度第1回理事会・幹事会 全員 総会に付議すべき事項等 

18:00～ 弁護士会就任披露パーティー 田渕 ホテル東武グランデ 

4/17(火) 13:30～ 業務第５グループ会議 会長、小林 新規事業について 

14:00～ 新井祥夫氏 お別れの会 会長 宇都宮グランドホテル 

4/18(水)  ㈶行政書士試験センター評議員会 会長  

4/20(金) 15:00～ 鹿沼支部総会 青木 福田屋百貨店 鹿沼店 

4/22(日) 16:00～ 塩那支部総会 田渕 馬頭温泉郷 いさみ館 

4/25(水)  日行連理事会 会長 日行連 

4/26(木) 

16:00～ 芳賀支部総会 押野 割烹 みやたや 

4/27(金)  行とち表紙寄稿依頼 押野 矢板市役所 

11:00～ 那須支部総会 田渕 遊山 

16:00～ 栃木支部総会 青木 栃木サンプラザ 
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 地方分権改革の一環として、風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定

める政令が改正され、１０ｈａ以上の風致地区における標記の権限が県から市町に移譲されることと

なったことを受け、県及び関係市における風致地区条例について所要の改正等が行われたところです。 
 これに伴い、これまで県が許可等を行ってきた下記の地区については、平成２４年４月１日から、

それぞれ各市の条例に基づき許可等が行われることになりますので、よろしくお願いします。 
 

記 
 

許可権限等が知事から各市長に移譲される風致地区 

足利市 

足利史蹟風致地区 
両崖山風致地区 
東山風致地区 
浅間山風致地区 

栃木市 太平山風致地区 
大田原市 大田原公園風致地区 
日光市 所野風致地区 

 
（注１）上記の風致地区でも、小規模の事案は既に各市長に権限移譲されていましたが、今後は全

ての事案について、各市長に許可権限等が移譲されます。 
（注２）上記以外の風致地区では、既に許可権限等が各市長に移譲されています。 
（注３）許可権限等の移譲前に行われた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例により

ます。 
 
 
 
 
 
本県では農地法等に係る許可権限等の一部について宇都宮市、足利市、小山市、栃木市、佐野市、

日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市及び那須町に対して移譲しておりますが、今般「地域の自主

性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成２３年法律

第１０５号）」（以下「第２次一括法」という）が施行されることに伴い、標記条例の一部を改正し、

第２次一括法施行日から施行することとなりました。 
 つきましては、第２次一括法施行日以降の各市町に対する移譲事務については、別紙「権限移譲事

務一覧」のとおりとなりましたのでお知らせいたします。 
 

記 
 
 １ 移譲事務の内容 
    別紙「権限移譲事務一覧」のとおり 
 
 ２ 改正条例施行期日 
    平成２４年４月１日 
 
 

風風致致地地区区内内ででのの開開発発行行為為にに係係るる許許可可等等のの権権限限のの移移譲譲ににつついいてて
～～ 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 ～～   

農農地地法法第第３３条条のの一一部部改改正正にに伴伴うう「「栃栃木木県県知知事事のの権権限限にに属属すするる事事務務のの処処理理のの

特特例例にに関関すするる条条例例」」のの一一部部改改正正ににつついいてて（（通通知知））      ～～栃栃木木県県農農政政部部よよりり～～  
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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 

６／１９ 傾聴トレーニング  第３回 500円 6/15  － － 

 

支部名  
氏 名

 

ＦＡＸ  

 

～成年後見特別委員会より～ 

６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６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。 
 

 ○６月の日程、内容、時間 
実施回 研修日 科目（内容） 研修時間 

第７回 ６月 ５日（火） 
高齢者福祉の基礎 13:30～15:00 

障がい者福祉の基礎 15:10～16:40 

第８回 ６月２６日（火） 成年後見制度に関わる諸制度 13:30～16:40 

 ※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。 

募 集 

傾聴トレーニング  第３回             ＡＤＲ特別委員会主催 

○開催日時 

平成２４年６月１９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 
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【入 会】                

 支部・氏名 
入会年月日 

登録年月日 郵便番号 事   務   所 電   話 備 考 

 

 
那 須 H24.4.1 325- 

0304 

那須郡那須町大字高久甲

5995-7 
0287-74-6454 

愛知会よ

り転入  宮城 桂子 H16.7.1 

 足 利 
H24.4.2 

326- 

0058 
足利市元学町 831-9 0284-41-2161  

岡部 記和 

 足 利 
H24.4.2 

326- 

0413 
足利市葉鹿町 1-28-32 0284-64-1522  

越智 菊男 

 日 光 
H24.4.15 

321- 

1414 
日光市萩垣面 2440-116 0288-53-0289  

石川 茂 

 足 利 
H24.4.15 

326- 

0843 
足利市五十部町 1284-3 0284-22-0807  

青木 啓明 

 宇都宮 
H24.4.15 

320- 

0011 
宇都宮市富士見が丘 3-20-8 028-643-0260  

青木 泰彦 

 宇都宮市 
H24.4.15 

320- 

0061 
宇都宮市宝木町 1-2579-11 028-624-4780  

鶴見 梨絵 

 小 山 
H24.4.15 

323- 

0029 

小山市城北 6-4-13 

亜季第二ビル 2階 
0285-24-6222  

森田 芳郎 

 宇都宮 
H24.4.15 

321- 

0972 
宇都宮市下川俣 206-434 028-689-2886  

高久 克也 

 宇都宮 
H24.4.15 

320- 

0827 
宇都宮市花房 3-3-51 028-633-0783  

安川 恵子 

 宇都宮 
H24.4.15 

320- 

0842 

宇都宮市京町 11-18 

OYAMA ビル 202 
028-651-3058  

小材 秀明 

 栃 木 
H24.4.15 

328- 

0111 
栃木市都賀町家中 2332-1 0282-27-8024  

髙久 純一 

【行政書士法人設立】 

支 部・名 称 成立年月日 事 務 所 電  話 社 員 

宇都宮 
H24.3.1 

〒320-0055 

宇都宮市下戸祭 2-12-14 
028-624-2195 

代表社員 内野直忠

一般社員 石川伸治コモン行政書士法人 

 

栃木県行政書士会員の動き

（平成 24年 4月 30 日現在）
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【退 会】佐伯民夫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 佐伯 民夫 H24.4.17 死 亡 宇都宮 山口 守弘 H24.4.27 廃 業 

小 山 平出 信介 H24.4.27 廃 業     

【変 更】                            

支 部 氏 名 変更事項 変 更 内 容 

宇都宮 市川 才子 事務所 宇都宮市下栗町 2301-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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）

行政書士とちぎ５月号 №425 

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 

私が「仮面ライダーフォーゼショー」を子供た

ちと楽しんでいたＧＷ最後の日に過去最大級の

竜巻が県東部を襲っていたなんて。震災に続き、

またも自然災害。被災された皆様には心よりお見

舞い申し上げます。竜巻は今の技術では発生 1

時間前にしか予測ができないそうです。突然の降

ひょう、雷鳴、黒い雲…要注意です。 

  （広報部 竹島尚子）
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