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新年に寄せて 

 

栃木県行政書士会

会長 須永 威

  

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

新年明けましておめでとうございます。 

昨年を振り返りますと明るいニュースとしては、ロンドンオリンピックで本県から競泳の高校生の萩野公

介選手が銅、女子サッカーでは安藤、鮫島両選手が銀、柔道男子の海老沼選手が銅、卓球女子団体で平野選

手が銀と５選手のメダリストが誕生し大いに盛り上がりました。 

後半は山中教授によるＩＰＳ細胞研究でノーベル賞獲得という快挙は、日本中に勇気と希望を与え日本の

底力を示したものと評価されております。 

また当会にとってお目出度いことがありました。春の褒章では浅野吉知氏が黄綬褒章に、秋の叙勲では松

長 健氏が旭日双光章に輝きダブル受章となり、当会にとって初の名誉ある出来事でありました。 

さて行政書士をとりまく環境は厳しいものがあります。 

自動車関係手続のワンストップサービス（ＯＳＳ）につきましては、先行の１０都道府県に加え今年から

奈良県が稼働し、残りの各県が平成２９年度に全国統一導入に向けた動きがあります。日本行政書士会連合

会、日本行政書士政治連盟では、自動車の抹消登録、移転登録等の手続についてワンストップサービス化さ

れるにあたり、行政書士法施行規則第２０条を改正し、中古自動車販売業者等に当該業務への参入を認める

ことは断固反対の姿勢であります。 

昨年来、日本行政書士政治連盟では行政書士法の改正として国会に議員立法として提出しているのは「行

政庁に対する不服申立代理権の付与」であり、行政不服申立手続について行政書士に代理権を付与されるよ

う「行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可に関する審査請求、異議申立て、

再審査請求等行政庁に対する不服申立てについて代理すること」を実現するためのものであります。 

最後に当会では昨年、事業部を中心に組織改革を行い業務５グループに再編しました。その結果、事業部

全体が活性化しお互いに切磋琢磨し、研修会の参加者の大幅増、県との業務連絡会の開催、情報のスピード

化等効果てきめん、１０年ぶりの改革は正しかったと確信しております。 

 年頭に当たり行政書士の仕事は従来の許認可業務を基本とし、これからは中小企業支援まで、昨年、日本

政策金融公庫と連携し、融資の紹介から「知的財産」「事業承継」まで幅広い知識が求められます。さらに

レベルアップしていかなければなりません。行政官庁はじめ国民が求める行政書士専門家集団をめざしあい

さつといたします。 
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   新 年 知 事 挨 拶               栃木県知事 福田富一   

 栃木県行政書士会の皆様、あけましておめでと

うございます。 

 私は、昨年の知事選挙におきまして、多くの県

民の皆様の御支援をいただき、引き続き県政を担

わせていただくこととなりました。今、改めてそ

の責任の重さを実感いたしますとともに、県内各

地でお伺いした県民の皆様の切実な声やふるさと

“とちぎ”に対する熱い思いに応え、県民中心・

市町村重視の県政を引き続き推進していく決意で

あります。 

 今日、我が国には、長引く景気の低迷、国と地

方を通じた厳しい財政状況、持続可能な社会を構

築するための社会保障と税のあり方、そして、東

日本大震災からの復興やエネルギー政策など、

様々な課題が山積しており、多くの国民は将来に

対して漠然とした不安感や閉塞感を抱いていると

ころであります。 

 こうした現状を打破し、子どもたちに明るく確

かな未来を拓いていくためには、すべての基本を

「人」に置き、そして、「人」に身近な存在であ

る地方から活力を生み出し、元気を取り戻してい

くことが重要であり、その先頭に本県が立ちたい

と考えております。 

そのため、３年目を迎える栃木県重点戦略「新

とちぎ元気プラン」の着実な推進はもとより、震

災からの復興を仕上げの段階へと進めるため、農

産物の安全安心のＰＲや、風評被害払拭のための

観光誘客対策等の取組をより一層加速させるとと

もに、大震災の経験を教訓とし、安全安心な暮ら

しを支えるため、ソフト・ハード両面から防災・

減災対策を講じることにより、｢災害に強い“とち

ぎ”」の実現に取り組みます。そして、「人づく

り」を引き続き政策の中心に据え、人を育み、す

べての人が力を発揮することができる社会づくり

に積極的に取り組み、「人が輝く“とちぎ”」の

実現を図って参ります。 

また、子育てや介護、福祉など安全安心な暮ら

しを支える施策の充実等による「支え合い思いや

る“とちぎ”」、県民誰もが健康であり続けるこ

とができる「健康長寿“とちぎ”」、県民一人ひ

とりが豊かさを実感できる「成長力あふれる“と

ちぎ”」、本県のかけがえのない環境を未来に引

き継ぐ「環境を守り活かす“とちぎ”」の実現を

図って参ります。 

さらに、財政健全化への取組や行政改革、地方

分権、さらにはとちぎブランドの確立や発信力の

向上など“とちぎ”のさらなる飛躍に向け、「揺

るぎない基盤“とちぎ”」づくりに努めて参りま

す。 

知事３期目の新たな年を迎えるに当たり、私は、

“チームとちぎ”のリーダーとして、人が輝き、

人が集う「日本一元気な“とちぎ”」を目指し、

全身全霊を傾けて参りたいと考えておりますので、

栃木県行政書士会の皆様のより一層の御理解と御

支援をよろしくお願いします。 

年の始めに当たり、私の所信を申し上げます

とともに、栃木県行政書士会の皆様にとって素

晴らしい年となりますことをお祈り申し上げ

まして、新年の御挨拶といたします。 

平成25年１月 
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新年おめでとうございます。 

 皆様には希望に満ちた輝かしい新春をお迎えのことと、心からお喜び申し上

げます。 

 さて、本県議会では、県政への監視機能や政策立案機能の強化、そして適時

適切な審議機会の確保に向けて、都道府県議会では全国初となる通年議会を、

昨年４月からスタートさせたところです。会期を概ね１年間とすることで、大

きな災害などの突発的な事態が発生した場合に、本会議を柔軟に開催し、補正

予算などについてすみやかに審議することができるようになりました。 

我が国においては、人口減少や少子高齢化の進展など社会情勢が大きく変化しており、それに伴い、

行政書士の皆様方に対するニーズも、複雑・多様化してきていることと存じます。 

 どうか、皆様方におかれましては、今後とも行政手続の専門家として御尽力を賜りますようお願い申

し上げますとともに、栃木県行政書士会のますますの御発展と、皆様方の御健勝・御多幸を御祈念申し

上げ、新年の挨拶といたします。 

明けましておめでとうございます。 

昨年は、年末に第４６回衆議院議員選挙が行われ、３年３か月に及んだ民主党

政権が交替し、再び自公連立政権が発足いたしました。本県でも、知事選をはじ

め５市２町におきまして首長の選挙があり、それぞれが新たな任期をスタートさ

せたところであります。 

現在、我が国では、震災復興やエネルギー問題、社会保障と税の一体改革など

喫緊に解決すべき課題が山積しており、新政権への期待は多大なものがあります。 

このような中、私たち市長会におきましては、住む人々が安全で、安心して、

より豊かなくらしがいつまでもできるような都市を構築するため、県内１４市長が相互の連携を一層強

め、確固たる信念を持ちながら、様々な課題に取り組んでおります。法律のスペシャリストの栃木県行

政書士会の皆様におかれましては、日ごろより円滑な市政運営にお力添えをいただいているところであ

りますが、今後とも、地域住民と行政の絆として御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

後に、貴会のますますの御発展と会員の皆様の御健勝を祈念申し上げまして、新年のあいさつとい

たします。 

新年明けましておめでとうございます。 

栃木県行政書士会の皆様におかれましては、健やかな初春をお迎えのこと

とお慶び申し上げます。 

目まぐるしく社会情勢が変化していく中で、住民と行政をつなぐ架け橋と

してご尽力いただいております行政書士の皆様に対し、深く敬意を表する次

第であります。 

 さて、混沌とした国政や国内外における厳しい経済状況、東日本大震災

からの復興等、社会を取り巻く環境は依然として厳しく、先行きが不透明な

状況が続いております。 

町村においても、ＴＰＰ問題や地方分権改革をはじめ喫緊の課題が山積しておりますが、地域住民の

安心・安全で豊かな生活を構築するため、全力を傾注すべく決意を新たにしておりますので、今後とも

皆様のご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

後に、栃木県行政書士会の更なるご発展と、会員の皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げ、新春の

ごあいさつといたします。 

平 成 ２ ５ 年 「 新 年 の 抱 負 」      栃 木 県 市 長 会 会 長  佐 藤 栄 一      

新 春 の ご あ い さ つ           栃 木 県 町 村 会 会 長  古 口 達 也      

新 春 の ご あ い さ つ             栃 木 県 議 会 議 長  三 森 文 徳      
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            年年男男年年女女ののみみななささんん  
  

新年にあたり思うこと             宇都宮支部 齋藤 美一 

“人のふり見てわがふり直せ”このことわざは私が現在まで生きてきていろ

いろなことわざを聞いた中で印象に残る一つの言葉である。現在は規制緩和が

推進され、昨日までパン屋のセールスマンがある日運送会社の社長、ダンプの

日雇い運転手が明日から建材運送会社の社長と、規制緩和の恩恵からか、万全

な準備期間もないまま一から十まで、いや行政書士業の分野外まで許認可申請

の依頼をして、竹の子のようにあっちにも社長、こっちにも社長と、会社ばか

りが乱立したものだとつくづく思うこの頃である。 
 けだし、カエルの子は所詮カエル、牛にはなれないのである。カエルが背伸

びして牛になりたいと思うから、許認可申請が思うようにいかないからトラブルが起こるのである。

すべての責任は行政書士にある、ひいては同士うちだってある。私は先代から通算４２年間の行政

書士業を営んできて何回かこのような事態にあったことがある。 
その時いつも思うことは誰のための事業なのか、誰が事業を行っていくのか、誰のための申請な

のか、もう一度考えてみてほしい。建前の起業家などとは聞こえのいい言葉で、本当に起業するな

ら充分すぎるくらいの勉強や経済的な準備をし、規制緩和などに関係なく、事業の許認可申請の依

頼をしてほしいものである。 
私も現在行政書士を営んでいながら思うのは、仕事がわからず腹痛になやまされた１年間、土日

休まず勉強したことが昨日のように思い出されます。 
“人のふり見てわがふり直せ”なんとも今のかけ出しの私に合った言葉である。 
 

 
 

   さて、幕が開きました。             宇都宮支部 深見 史 

「還暦」なんて、自分が「還暦」なんて、ワタシが「還

暦」なんて…、ええっ～～？ 到底信じられないけれど、

…私は「還暦」を迎えます(^O^)。 
人は１００％死亡する、という当たり前のことに改め

て気づいたのは、友人が何人も亡くなってからです。人

生は予定どおりに進まない、人生は予定通りには終わら

ない…この冷厳な事実を、ええっ～ とか言わずに受け

止めることの困難さをしみじみ感じています。 
 晴れて「還暦」を迎え、いつまでも助走感のあった人

生を、いよいよ本番開幕と認識し、今後も前のめりに生

きていこうと思います。 
 「死をタブー化せず、自らが自らのエンディングをデ

ザインする」ためのサポート・コーディネートを新たな

事業として始めました。行政書士三昧の日々に若干の色

付けをしながら、暖色の未来を突っ走りたいです。  
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   還暦に寄せて                   宇都宮支部 遠藤 美代子 

縁あって栃木県行政書士会に入会させていただき１０

年になります。 
車庫センターの仕事をメインに続けてきましたが、入

会前には想像できなかった多くの方々にお会いすること

ができ、色々な経験もさせていただきました。ここまで

続けてこられたのも諸先輩方やまわりの皆さまの温かい

支援があってのことと思い深く感謝しております。 
他の業務にも精通できるよう努力はしているものの身

につかない現状には苦労もしております。 
震災後、親しい人との別れをとおして、あらためて、

前向きに生きていかなければ残り時間が短いことを教え

られた気がします。 
還暦を向かえるにあたって、自分の役割を考えながら、これまでの経験を生かし信頼に応えられ

るよう日々研鑚していきたい。また、これからの人生を楽しんでいきたいと思っています。 
 

 
  

東北震災の応援から              宇都宮支部 齋藤 洋子 

美しい景色をきれいだネ・・・といえる潤いのある日々に満足し、平凡に生

活できることの幸せを感じるささやかな毎日、そのような現実を一瞬に失った

人たちがいることに心痛み釜石を訪れた。 
釜石の街並み、そして海岸、信じられないようなその姿に唖然とした。 
少しずつの復興をしている中で、一軒のホテルがリニューアルオープンする

ことになった。オープンに当たり殺風景な壁には飾るものが何もないとのこと

を聞き私の書いた「書」の作品と弟が書いた「日本画」を届けて飾ってもらっ

た。とても、とても喜んでいただけたことは言うまでもない。 
そのオープンに当たり来訪を望まれての訪問となった。松林の真ん中に立て

られた大きな石碑、大きく、大きく「二千一一・三・一一」と、そして「津波」

の字が大きく浮き出されて彫られ、下の部分には記録が記され、後生に残すた

めのものだとのことだ。松林の中で有名な指揮者の佐渡さん率いるメンバーの

演奏会もあり賑わった話をホテルの女将さんがしてくれた。フランスで佐渡さ

んが東北復興演奏会を開催、その際女将さんは同行して復興支援の御礼をして

きたそうだ。その時の写真や災害の爪痕の写真が私たちの作品を取り巻くよう

に飾られていた。「頑張れ・頑張れー」と声をかけたくなる、その一生懸命さ

に、これからも出来ることでの応援をしていこうと心に誓った。 
今年はすべての人に善き年でありますことを祈りながら、巳年の年女として・・・・・・ 
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   巳年の思い                 宇都宮支部 青木 紀一郎 

月並みですが月日がたつのは早いもので、よって年を取るのも早い、

過ぎてみれば長い間にたくさんの出来事があった筈なのに、なぜか凝

縮されている。時間があれば一つひとつ思い出して感慨にふけるのだ

が、今流行っている「自分史」に書きとどめて置くのも良いかも、そ

してお客様の相談に活用できるのではないかと思うこの頃です。 
 さて、今年だけを振り返りますと、娘の夫がアメリカ駐在で家族と

もども赴任しました。円高の影響とグローバルな市場を求めての影響

です。何よりも孫が居なくなって寂しい思いをしています。孫たちは

現地の学校ですから、全て英語の中での生活でどうなるのかなって心

配しましたが、６カ月たつと英語が面白くなったとの便り、子供の順応性の速さに驚かされる。リ

トル国際人として帰ってきて欲しい、おかげで私も英語の辞書を引っ張り出しては便りを書いてい

ます。何とかの手習いも必要かなと思っています。 

 

   新年、巳年を迎えて               足利支部 福澤 一夫 

巳年を迎え、「今年は還暦かあ」というのが素直な感想です。嫌になっち

ゃうなあ、という思いと、まだまだこれからさ、という思いが行ったりきた

りしますが、自分より１０歳以上も先輩の諸先生方が頑張っている姿を見る

と自分も頑張らなくては、と刺激を受けます。いい刺激です。明るくもなり

ます。 
 プライベートではダンスや楽器、吹き矢、語学、それから日本一周、やり

たい事がいっぱいあります。仕事ではとにかく必要とされる行政書士であり

たい、と強く願っているところです。一つの分野でいいからとにかく頼られ

る存在でありたいです。そして真摯な気持ちで取組み続けなければ、と反省

もしています。 
仕事が暇なときは何でもいいから仕事がしたい、と願いながら、仕事が重

なり続けると、依頼される喜びを忘れてしまう。初心に戻り、依頼される喜びを忘れないようにし

なくては。 

 

              足利支部 萩原 雅之 

昨年１１月に今回の原稿依頼の連絡をいただいた。前回の

依頼から１２年の月日が経過したかと時間の速さに驚かされ

る。 

この１２年で２人の子供は高校生と中学生に成長した。学

校、課外活動、塾と忙しい毎日を送っている。つい先日だが

気が付いたことがある。家内が、毎朝２人の子供に放課後の

予定を聞いているのだ。“今日の予定は…？”“家に帰るの

は何時頃？” “夕食を食べてから塾に行くの…？”などであ

る。子供達の帰宅時間によって夕食の時間が変わるためだそうだ。献立も子供達のリクエストが中

心になりバタバタと夕食を食べる日が多くなった。 

次回の原稿依頼がくる…？１２年後はどうなっているのだろうか。 孫と食事をするのが楽しみな

ジーサンになっているのだろうか。 それもいいだろう。  

そうそう、もう一つ気が付いたことがある。家内は朝私にはその日の予定を聞かない。蚊屋の外

である。寂しい限りである。 
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佐野支部 尾花 直 

新年明けましておめでとうございます。 
年頭に当りこの様な狂歌を御披露するのは余りにも滑稽重な

りで有りますが、・・・・・。 
 
我氏の、花の咲かない、枯れすすき、それでももがく、還暦

にして 
 

 
  

巳年雑感                     栃木支部 森田 操 

明けましておめでとうございます。 
今年は巳年の年男ということで、事務局より寄稿の依頼を受けました。驚き

ながら６回目の人生を振り返ってみました。市役所を定年退職後、自治会長等

のボランティア活動をしながら、超高齢化社会なので、第二の仕事として行政

書士を選択しました。開業後１０年を経過し、その間親の自宅介護をしながら

業務を続けましたが、社会にどのくらい奉仕ができたか疑問です。しかし最近

はインターネット「メール」による業務依頼が増加し、軌道に乗った感じです。 
さて、巳年のことについて少し触れてみると、荒れる巳年の歴史があります。

１９２９年（昭和４年）世界恐慌・１９４１年（昭和１６年）日米開戦・１９５３年（昭和２８年）

スターリン暴落・１９６５年（昭和４０年）山一証券特融・１９７７年（昭和５２年）第一次石油

ショック・１９８９年（平成元年）昭和天皇崩御・２００１年（平成１３年）アメリカ センター

ビル テロ攻撃等です。 
一昨年は日本でも東日本大震災等がありました。 
２０１３年（平成２５年）の巳年は、世界最大の大恐慌が起きないことを祈る次第であります。 
 

               

栃木支部 綾部 一成 

新年明けましておめでとうございます。会員の皆様におか

れましては輝かしい新年を迎えられたこととお慶び申し上げ

ます。 
私は今年で３６歳、その人生を振り返れば車・バイク・酒・

麻雀・ゴルフ・キックボクシング等々道楽三昧で他人から見

ればいい加減な人生です。しかし道楽も続けていれば役に立

つこともあるようで、道楽を通じて人と知り合う機会が増え、苦手だった人付き合いも楽しめるよ

うになりました。 
ゴルフ好きの私は書士会主催のゴルフコンペに２年連続して参加させていただきました。ゴルフ

という共通の趣味を通して、若輩者の私でも先輩方と一緒になって楽しめるということはありがた

いものです。先輩方のプレーを見て、アドバイスをいただき、自分の腕が上達する。 
経験を積み重ねた先輩方に習い従うことの大切さを、道楽によって気付かされました。 
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   還暦を迎えて                  芳賀支部 武田 光正 

私は昭和２８年２月生まれで今年還暦を迎えます。そこで還

暦の同窓会をやろうという事になり、中学校の昭和４２年度卒

業生約２４０名の名簿を再作成しました。当時は６クラスでし

たが、その完成した名簿に１クラス２～４名の「旅立ち」の記

載がありました。 
ショックを受けていたそんな時に「ゾウの時間ネズミの時間

－サイズの生物学」の著者で有名な生物学者の本川達雄先生

の話を聞く機会がありました。先生によりますと生物は心臓が

１５億回打ったら死ぬそうです。とすると人間は４０代。とこ

ろが現代は食事、医療等のおかげで人間の平均寿命は７０～８０代。ですから５０代以上はおまけ

だそうです。おまけ
．．．

だと考えると「私が、私が」の人生から、次の世代の迷惑にならないように「渡

し」ていくことが大事なのではないでしょうかと話されていました。 
還暦を迎える新年にあたり「私」から「渡し」へ、そして人生のソフトランディングを真剣に考

えたいと思います。 

 

   新年を迎えるにあたり             塩那支部 長谷川 久夫 

一昨年３月東日本大震災の津波の衝撃は忘れることはできません。そ

の１１月にボランティアで牡鹿半島の津波で被災した住宅のがれき撤去

作業に参加しました。昨年秋に塩那支部の研修旅行でその近くの被災地

を見てきました。更地になって家はないけれども一年経過してだいぶ落

ち着いてきたように感じました。今でも頻繁に起きる余震で東北の被災

地を思い出します。 
今年は還暦だなんて自分では予想もしていない齢になってしまいまし

た。私の父親が７３歳で他界したので私も７３を目標にあと１３年はが

んばろうという気持ちです。幸い健康で体力だけは自信があるので、人

の役に立てることを見つけ実行していきたいと考えています。 
不景気でみどしたたない今の世に巳年うまれの花のにっぱち 
がんばるど。 

 

   生涯現役                   那須支部 木下 武夫 

今年は、８４歳の年男となりましたが、お陰様で、まだ血圧等の薬も要

らず、年齢の割には足腰も元気で、業務に励んでおります。 
八十四 まだ靴下は 立つて履き 

税理士でもある私は、毎年１月から３月までの厳寒の時期が、所得税申

告等で繁忙を極め、毎日、職員達と共に、夜の１０時頃まで残業が続きま

すが、ここ３０年以上、風邪で寝た記憶がありません。風邪気味かなと感

じた時は、熱い風呂に入り、湯上りに、日本酒をコップ１杯引っ掛けて床

に就くと、翌朝は心身共に爽やかです。酒は、正に百薬の長です。 
百薬の 長を嗜み 医者要らず 

今年も、新年早々、また忙しくなって来ますが、「生涯現役」をモットーとして頑張りたいと思

います。 
次の干支 九十六で また寄稿 
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名古屋から那須に来て              那須支部 宮城 桂子 

名古屋市中区で約３０年の間業務に邁進してきましたが、思

い切って那須に来てしまいました。 
緊張と競争の日々から解放され、こんなに心穏やかな日々は、

何拾年振りでしょうか。 
 色々なことに驚かされながらも、日々「田舎暮らし？」を楽

しんでいます。 
 写真は、我家の地鎮祭の時のものと、我家のワン２匹です。 

 

    年男所感                    日光支部 福田 滋一 

行政書士会に入会して二度目の年男、人生としては四度目の年男である。 

 昨年から続く静かなるマイブームは、「英語でペーパーバックを読もう」である。いや、“ブー

ム”と言うほどの時間はかけていないし、成果も上がっていないのだが。 

 発端は書店で見かけたムック本。その本には、簡単な英文の多読を繰り返していけば、そのうち

に英語の原書ペーパーバックが読めるようになると書いてあった。 

 昨今、ネット通販や電子書籍の発達で、地方でも洋書入手の壁が著しく下がっていることに驚い

た。 

 大学時代、ミステリ好きの先輩達が未翻訳の原書を読んでいるのを見て、いつかは自分もと思っ

た、あれは未だ二度目の年男も迎えていなかったころ。 

 でも実は未だ児童書が何とか読めるレベル。次の年男を迎える頃までには・・・って、次は還暦

か・・・。 
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今今 月月 のの 表表 紙紙 ：： 鎌鎌 倉倉 山山 のの 雲雲 海海   

 
 
 
 
 茂木町は栃木県の南東部に位置し、町の北東部を清流「那珂川」が流れる、豊かな自然に恵まれ

た町です。 
 県内第１号の道の駅に指定された「道の駅もてぎ」やモータースポーツファンが集う「ツインリ

ンクもてぎ」、日本の棚田百選に選ばれている「石畑の棚田」、地元産の手打ちそばが人気の「そ

ばの里まぎの」「そば処おうめ」など、見どころ・食べどころが盛りだくさんです。茂木町では、

自然を生かした季節ごとの「見る・食べる・遊ぶ」を体験できます。 
 
【道の駅もてぎ】 

 「道の駅もてぎ」では、茂木町ならではの特産

品、農産物の販売や季節ごとにさまざまなイベン

トを開催しています。朝採りいちごを使うため、

５月までの期間限定で販売しているアイスクリー

ム「おとめミルク」は人気商品です。また、茂木

の特産品のゆずを使った「ゆず塩ラーメン」や「ゆ

ず酢」「ゆず塩たれ」など新商品も続々登場して

います。土日祝日にはＳＬが走る姿を見ることが

できます。 
 
 
 
【ツインリンクもてぎ】 

 国内唯一のオーバル（楕円形）コースとロードコー

スを併せ持つ森の中のサーキット場で、国内バイクレ

ースの最高峰「ＭｏｔｏＧＰ日本グランプリ」には、

全国から多くのバイクファンが集まります。レース観

戦の他にも、季節ごとに開催される「花火の祭典」や

多様な生命が息づく森「ハローウッズ」、大人から子

供まで楽しめる「モビパーク」など、乗る・遊ぶ・学

ぶ・創るを体験できます。 
 
 
 
【鎌倉山】 

 那珂川の川岸から約１００ｍの断崖がそそり立つ鎌

倉山からの眺めは「栃木の景勝百選」に選ばれていま

す。新緑や紅葉の季節は一見の価値があり、１１月か

ら１２月にかけては眼下に雲海を見ることができます。

また、那珂川沿岸の大瀬地区で７～１０月に設置され

る「観光やな」では、鮎のつかみ取り体験ができ、夏

には鮎と涼を求めて多くの観光客が訪れます。 
 

  わがまち自 慢      ―茂 木 町 ―   

道の駅もてぎとＳＬ 

ツインリンクもてぎ ＭｏｔｏＧＰ 

鎌倉山の展望 
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１２月１６日（日）鬼怒川温泉あさやホテルに

て、平成２４年度第３回理事会が開催された。上

程された議案は以下の通り。 

 

《議 案》 

議案第１号 栃木県行政書士会会則施行規則の

改正について 

 

（１）制度推進部と広報部を統合した新広報部を

設置したが、主軸業務である「行政書士とちぎの

編集」と官公署等に対する「行政書士制度の推進」

とでは性質が異なり、同一の部で会務を行うより

も、統合前の別体制の方が効率的かつ効果的に活

動できることから、広報部の再編を行う。 

（２）西方町と栃木市の合併に伴い、支部区域を

改正。 

 

議案第２号 成年後見特別委員会の廃止承認に

ついて 

 

 「成年後見支援センターとちぎ」が発足し、会

として必要な取り組みはほぼ収束したことから

廃止。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第３号 ＡＤＲ特別委員会の廃止承認につ

いて 

 

 栃木県弁護士会との合意書の締結ができないこ

ととなり、当会のＡＤＲ認証申請を断念したこと

による廃止。 

 

 議案はすべて可決承認された。 

 

《協議事項》 

倫理研修について 

 

《報告事項》 

（１）平成２４年度事業推進状況について 

（２）日本行政書士会連合会の近況報告 

（３）平成２４年度関東地方協議会連絡会の報告 

（４）平成２４年度行政書士試験実施結果の報告 

 

（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３３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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１２月１２日（水）、毎月定例の事例研究会に

合わせて、申請取次の新規・更新に必須の試験に

向けての試験対策研修会が開催された。 
日行連発行の「申請取次業務関係設問集」を

教材に、永島専門部員が研修参加者を無作為に

指名、事前にセレクトした問題について回答を

求め、その回答を全員が検討するという出席者

参加型で研修を進めた。 
設問集には膨大な数の問題が収められてお

り、実務者も新規予定者も勉学意欲を奮い立た

せて設問に取り組んだ。中には手ごわい問題も

あり、疑問質問が相次ぐ場面も多々あった。 
行政書士申請取次制度は取次者になるため 

 
 
 
 
 
平成２４年３月２９日、日行連が株式会社日本

政策金融公庫と「中小企業の支援に関する覚書」

を締結した事を受け、同年８月２３日、栃木県行

政書士会においても県内の政策金融公庫宇都宮支

店、佐野支店の２支店と覚書を締結した（既刊９

月号のとおり）件につき、１１月６、７、９日、

１２月１９日の４日間にわたり、そのお知らせと

将来的に同様の覚書を交わせるよう交流を密に取

りたい旨のお願いをする為、県内の金融機関１５

ヶ所（下記のとおり）を訪問しました。 
１１月 ６日（株）ゆうちょ銀行宇都宮店、（株）

足利銀行本店、全国農業協同組合連

合会栃木県本部 
    ７日（株）栃木銀行事務研修所、栃木県

信用組合協会、真岡信用組合本店、 
 

 
 
の試験があった時代もない時代もあり、より良

い制度を目指して改革が重ねられてきている。

現在は「微妙な試験制度」とでも言うべき研

修・効果測定評価制度を採っている。制度運営

については今後もさらに検討され、試験内容も

変化することが予想される。 
いずれにせよ、申請取次者として知識を蓄え、

コンプライアンス意識を高く保つためには、

日々の絶えざる学習が必要なことには変わり

がない。今回の研修は、入管・国際業務の幅広

さと奥深さを再認識するものとなった。気を引

き締めて毎回の事例研究に取り組まなければ、

と思いを新たにした。 
（業務部第４グループ 深見 史） 

 
 
 
 
 

烏山信用金庫本店、大田原信用金

庫本店、那須信用組合本店 
９日 足利小山信用金庫本店、佐野信用

金庫本店、鹿沼相互信用金庫本店 
１２月１９日（株）栃木銀行本店、足利小山信用

金庫小山営業部、栃木信用金庫本

店 
当事業は即効性のある事業ではありませんが、

今後も継続して金融機関との交流を図りながら協

力できる環境を作り、中小企業等の資金調達や許

認可事業に関して相互に連携して支援を図れるよ

うにし、行政書士の業務範囲がより拡充されるよ

うにしていければと思います。 
 各金融機関においては年末の忙しい中、お時間

を割いて頂き且つ友好的に前向きなご対応を頂き

ました。       （業務部長 鈴木康夫） 

どどんんとと来来いい！！  申申請請取取次次試試験験   

金金融融機機関関訪訪問問   
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定期的に行われている自販連との業務連絡協議

会が１２月１９日に６時から宇都宮市内において

開催され、車庫証明運営協議会の宮嶋会長より開

会の辞が述べられた。 
続いて、主催者である当会の須永会長より挨拶

で、自販連と日行連との昭和５２年に締結された

同意確認書の趣旨に基づき、両団体は、共存共栄

の精神を尊重しつつ、今後も相互理解の深化に努

めるものとし、さらに相互理解の推進に向けた定

期的な会合の場を設けることを通じ、国民利便の

向上と負担軽減の推進を図りあわせて行政書士法

第１条の２による事実証明に関する書類（実地調

査に基づく図面類を含む）を作成することを業と

する行政書士法の遵守を提起した。 
続いて、自販連協会の喜谷会長から自動車業界

の現状についての話があり、その後、懇談会に入

り和気藹々のうちに終始し有意義な連絡協議会を

終了した。 
 
出席者は下記の通り 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

１２月１６日（日）鬼怒川温泉あさやホテルに

て、平成２４年度第３回幹事会が開催された。 

 栃木県行政書士議員連盟の簗瀬進前参議院議員、

山ノ井一男元西方町議会議員による来賓あいさつ、

郷間康久宇都宮市議会議員からのメッセージ披露

の後、青木勇夫幹事長により日本行政書士政治連

盟の近況が報告され、続いて議案第１号「平成２

４年度運動推進状況について」が上程され、全会

一致で承認された。 

（広報部 倉持友弘） 

 

 

 

 

 

 

【栃木県自動車販売店協会】 
会  長  喜谷辰夫様（トヨタカローラ栃木株

式会社 代表取締役社長） 
副 会 長  小平雅久様（栃木日産自動車販売株

式会社 代表取締役社長） 
副 会 長  新井祥司様（栃木トヨペット株式会

社 代表取締役社長） 
副 会 長  廣渡和重様（日産プリンス栃木販売

株式会社 代表取締役社長） 
専務理事  鈴木忠明様（協会事務局） 
 
【栃木県行政書士会】 
会  長  須永 威 
副 会 長  手塚理恵（車庫証明宇都宮センター） 
副 会 長  小林幸雄（車庫証明宇都宮センター） 
 
【自動車車庫証明センター運営協議会】 
会  長  宮嶋幸雄（車庫証明烏山センター） 
副 会 長  松本 明（車庫証明栃木センター） 
副 会 長  小林幸雄（行政書士会と兼務） 
 

（副会長 手塚理恵） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平平成成２２４４年年度度第第３３回回日日政政連連栃栃木木会会幹幹事事会会開開催催  

ＯＯＳＳＳＳ化化２２９９年年度度全全国国統統一一導導入入開開始始かか？？＜＜国国交交省省＞＞  

～～自自販販連連ととのの業業務務連連絡絡協協議議会会開開催催～～  

政連だより 
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今回は、那須塩原市でも旧西那須野町にあります

豊田近弘会員の事務所におじゃましました。 

氏   名：豊田 近弘（とよだ ちかひろ） 
事 務 所：豊田近弘行政書士事務所 
      那須塩原市石林９１０番地１５ 
入   会：平成２２年６月１日 
 
①行政書士と兼業で行っているものはあります

か？ 
「行政書士専業です」 
②どのような動機から入会されたのですか？ 
「人に喜ばれる仕事がしてみたいという動機から

入会しました」 
③得意業務や現在多く扱われている業務は、どの

ような分野でしょうか？ 
 「国際業務及び相続です」 
－それは理由があるのでしょうか？ 
「国際業務については、以前、中国で仕事をして

いた経験がありますので、その知識や経験を生か

すことができるためです。相続業務は、調査過程

がとても興味深く、やりがいを感じます」 
④今後、力を入れていきたい業務はありますか？ 
「国際業務を行う中で、日本で悩みを抱えている

外国人が多いことがわかりましたので、今後も、

国際業務に力を入れて、困っている外国人の助け

になれればと考えております。また、相続につい

ても引き続き力を入れていきたいと考えておりま

す」 
⑤苦労なさっていることはありますか？ 
「法改正に適応していかなければならないという

ことです。特に大きな改正の場合は、勉強しなけ

ればならないことも多いため、苦労します」 
 

 
 
⑥行政書士になって良かったことは何ですか？ 
「人に喜んでもらえる仕事ができるということで

す」 
⑦モットーは？ 
「どんな仕事でも、依頼者の身になって『仕事を

させていただく』ということです。『仕事』ではあ

りますが、常に勉強させていただいているのだと

思っています」 
⑧好きな言葉や座右の銘はありますか？ 
「『誠実』です。どんなことにでも真面目に向き合

うことや、取り組むことが１番だと思っています」 
⑨特技や趣味は何ですか？ 
「特技は水泳で、趣味は、山岳写真やＳＬ写真の

撮影です」 
－写真を撮るのは大変なのではないですか？ 
「写真を撮るために山岳登山を始めました。撮り

たいと思う山は、徐々に、登山自体の難易度が高

くなり、危険な場所も多くなってきますので、体

力作りや、装備も必要です。ＳＬ写真も、真冬に

何時間も待って、実際にＳＬが通り過ぎていくの

は数十秒なので、苦労も多いのですが、その待ち

時間や、写真を撮りに行くまで、帰りでの出来事

が、意外と思い出に残っていたりします」 
⑩これから新たに始めてみたいことはあります

か？ 
「土地関係の業務をしてみたいと思っています。

特に開発行為については、以前要綱を作成した経

験もありますので、新たに、自治体からご指導い

ただきながら、現在の土地関係の業務ができれば

と考えています」 
⑪一言 
「皆様にお世話になりながら、元気なうちは頑張

りたいと思います」 
 
 今回、事務所訪問をさせていただき、豊田会員

の『人に喜んでもらいたい』という思いの強さが

伝わってきました。全てのことに誠実に取り組ま

れる姿勢や、困っている依頼者のために尽力なさ

るのは、全て、『人に喜んでもらいたい』というお

気持ちからなのでしょう。私も改めて、『依頼者に

喜んでもらえる仕事』というものを考え、依頼者

と向き合っていきたいと思います。 
        （那須支部支局長 冨田倫子） 

 

おじゃましま～す！ 会員事務所訪問コーナー 
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【那 須】 

那那須須支支部部ボボウウリリンンググ大大会会開開催催  

 １２月１日那須支部で、午後３時３０分から『黒

磯ボウル』においてボウリング大会、その後、『中

国料理 遊山』において表彰及び食事会が行われ

ました。ボウリング大会は、昨年に引き続き２度

目の開催となりました。ボウリングの参加者は５

名（プラス見学２名）と少なかったのですが、皆

さん驚くほど（…と申し上げるのは大変失礼です

が）お上手で、何人かのストライクが続いたかと

思えば、ターキーまで…。ボールが戻ってこない

等のボウリング場のトラブルもありましたが、そ

の度に、ボウリング場のスタッフの方が、カウン

ター側からレーンの後ろ側に走っていく姿を見て、

裏方に常時人がいるわけではないのだと呑気に考

えたりしていました。 

 ２ゲームの結果、優勝は２年連続田沼会員で、

その後の食事会において、表彰が行われました。

全員に参加賞があり、その中には、今年も『夢』

の宝くじを１人１枚入れていただきました。食事

をしながら、業務の話はもちろん、プライベート

な話まで、参加者の懇親を深めました。このよう

な会員同士が交流をもつことができる機会は、僅

かですので、情報交換の場ともなり、大変有意義

な時間を過ごしました。 
        （支局長 冨田倫子） 

 
 

 

【小 山】 

「「第第２２６６回回ボボウウリリンンググ大大会会」」開開催催  

１２月１２日（水）、「ＲＯＵＮＤ１栃木・樋ノ

口店」にて、毎年この時期小山支部で恒例である、

『第２６回ボウリング大会』が開催されました。 
 これが開催されると、小山支部では、もう１年

が終わるんだなぁ、と皆が感じます。 

 ボウリングはチーム戦。５チームで戦いました。

今回もボウリングの腕に自信がおありの会員はス

ペアやストライクを連発されていましたが、対し

て私はガーターの連続。私は投げ方のご指導をい

ただきながら、なんとかプレーしておりました。 
会員全員で、談笑しながらの試合。「あー、悔

しい！」、「やった！」などと言いながら、２ゲー

ムを、チーム内で、または、チームを超えて、じ

っくり楽しみました。本当にあっという間の時間

でした。 

その後は「寧々家小山駅南店」で忘年会。おい

しいお料理とお酒を囲みながら、盛り上がります。

ボウリング大会の表彰式も行いました。本当に、

とても楽しい一日を過ごしました。 
（支局長 渡邉康明） 

 
 
 

支 局 情 報 
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年年末末のの交交通通安安全全市市民民総総ぐぐるるみみ運運動動  

１２月１１日（火）、小山市羽川の交差点にて、

「年末の交通安全市民総ぐるみ運動」として、小

山支部でも、街頭啓発チラシの配布活動を行ない

ました。 
 年末は、道路の混雑等生じます。そのためイラ

イラしたりして交通事故の多発が懸念されますの

で、交通ルールの遵守と正しいマナーの実践を習

慣づけよう、というのが今回の活動趣旨です。 
 ひんやりと身の締まる気温のなか、信号で停車

している車のドライバーにお声かけです。皆様チ

ラシを受け取ってくださいます。なおかつ「御苦

労さま！」とおっしゃっていただくと、本当に嬉

しいものです。 
 また、通学している児童・生徒に、「おはようご

ざいます！」と声をかければ、「おはようございま

す！」とかえってきます。とても気持ちがいいも

のです。 

 年末年始は、皆様お忙しいかと存じますが、ど

うか、交通ルールの遵守と正しいマナーの実践に

ご協力いただきますよう、よろしくお願い致しま

す。 
 （支局長 渡邉康明） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【宇都宮】 

相相談談業業務務対対応応ににつついいてて  

１２月１３日（木）行政書士会館にて、宇都宮

支部主催「相談業務対応について（特に宇都宮市

の無料相談における対応について）」が開催された。

講師は、宇都宮支部の小平裕一会員。宇都宮市の

無料相談で相談件数の多い相続・遺言、離婚問題

について講義が行われた。まずは、よくある相談

の対応例を説明いただき、その後、小平会員が相

談者役となり、受講者が実際にその相談に答える

といった、実践形式での研修を行った。 
実際の相談の受け答えを受講者全員で確認し

合い、その相談の正しい部分や誤っている部分を

各会員で議論もし、確認することができた。 
相談を受けるには、各会員が知識を高めなけれ

ばならないが、その会員の人間力も問われるもの

である。杓子定規なことを伝えてしまい、問題を

さらなる深みに沈ませてはならないし、誤ったこ

とを伝えることや、伝えるべきことを伝えない等

ということは、あってはならない。 

相談業務の奥深さと難しさを感じ、身を引き締

められた。 
（宇都宮支部理事 齋藤丈威） 

栃木会の申請取次行政書士の動向 

新規申出（１２月）      ０名 
更新申出（１２月）      ２名 
有効期限切れ（１１月末）による減少  

２名 
申請取次行政書士（１２月末現在）  

９２名 
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栃木市嘉右衛門町伝統的建造物群保存地区が、

平成２４年７月９日、文部科学大臣から重要伝統

的建造物群保存地区に選定されました。 

伝統的建造物群保存地区の制度（以下、伝建制

度）は、昭和５０年に文化財保護法を改正して創

設されました。戦後の国土開発や、高度経済成長

に伴う無秩序な土地開発の中で、伝統的建物が急

速に姿を消し、歴史的な市街地や農村の景観が失

われていきました。この状況に危機感を持ち、懐

かしい風景を大事にしながらまちづくりを進めよ

うとする市民運動が各地で起こりました。また、

これに応えて、市町村も独自に条例等を制定し、

地域の歴史的な風致を保護する取り組みが始まり

ました。 

こうした市民運動や自治体の取り組みを国が後

押しするために設けられたのが、伝建制度です。

国は市町村からの申し出を受け、「周囲の環境と

一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な

建造物群で、我が国にとって特に価値が高いと判

断されるもの」を重要伝統的建造物群保存地区に

選定し、自治体の取り組みを支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木市嘉右衛門町伝統的建造物群保存地区は栃

木市の中心市街地の北部で、旧日光例幣使街道沿

いの東西約３２０ｍ、南北約６５０ｍ、面積約９.

６haの範囲です（泉町、嘉右衛門町、小平町、錦

町、昭和町の各一部）。江戸時代末期から近代に

かけて建築された見世蔵や土蔵など伝統的建造物

が残り、街道沿いに発展した在郷町の歴史的風致

が良く保存されています。保存地区内には、見世

蔵４棟、木造真壁造りの店舗８棟、土蔵２９棟、

石蔵５棟などが特定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのほとんどは、住民が現に生活している建物

ですから、敷地内、建物内に立ち入ることは出来

ませんが、岡田記念館、岡田家翁島別邸などは内

部も公開しています。 

今日まで、この制度により多様な集落・町並み

の保存が進められ、個性的な歴史的景観を活かし

て活気を取り戻した地区がいくつもあります。栃

木市嘉右衛門町伝統的建造物群保存地区も是非そ

うあって欲しいと願ってやみません。皆さんも一

度足を運んでみてはいかかでしょうか。きっと日

本の懐かしい風景に出会えることと思います。 

（支局長 白石博章） 

 

〈取材協力〉 

栃木市役所伝達推進室 

 

 

 

支局かわら版 重要伝統的建造物群保存地区 
～栃木県で初めての選定 栃木支部 
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ラライイブブ会会場場とと私私  

「横浜球場」は、昭和５９年に初めて矢沢永吉

さんのライブを体感した場所です。スタンド席

から遠く離れたステージ上の小さな矢沢さんの

姿に、それでも感動しました。矢沢さんが実在

していることが、同じ空間で同じ時間を共有し

ていることがとても不思議でした。横浜では、

横浜球場の近所にある矢沢さんがデビュー前に

お世話になった洋食屋さん（ＮＨＫの番組で本

人も訪ねましたが、グルメガイドなどにも載っ

ています）やプロモーションビデオの中のシー

ンで登場した横浜駅のホーム（実在しますが通

常は使用していない）などを探し出しました。

メジャーになる前の〝赤レンガ倉庫〟前やチャ

イナタウン（中華街）で矢沢さんになりきって

写真も撮りました。 

 

「横浜国際総合競技場（日産スタジアム）」は、

平成１１年の５０歳記念ライブが開催された場

所です。なんとスタンド席ではなく、グランド

席でした。私は「日産スタジアム」のピッチに

立ったことがあるのです（自慢）。全面ビニール

シートで覆われていて、ミネラルウォーター以

外の飲み物は持ち込み禁止でした。あいにくの

天候で、ライブ中何度か強い雨に見舞われまし

た。雨音というものは地上の何かとぶつかった

ときに発生する音なので、どんなに大粒の雨粒

も空中では無音です。人間の身体は音を吸収し

てしまうので、強い雨が大勢の人間が敷き詰め

られた観客席に降り注いでも、雨音は響きませ

ん（音響＆歓声の影響もあると思いますが）。降

り止んだかなと空を見上げると大粒の雨粒が顔

に降りかってきました。でも、悪天候がライブ

の成功にプラスに働くこともあります。なお、

今年の９月１日にデビュー４０周年記念ライブ

を行いましたが、私は諸事情のため不参加でし

た（涙）。 

 

「東京スタジアム（味の素スタジアム）」は、

平成１４年のデビュー３０周年記念ライブが開

催された場所です。サッカーに無関心な私が、

「日産スタジアム」と「味の素スタジアム」に

行った経験があるのですから不思議です。後日、

観客のマナーの悪さに、ご近所さんからたくさ

んのクレームが届きました（無法駐車や路上な

どでの酒盛りなど）。２年後から飲酒状態での入

場を禁止して、厳しくチェックしています。そ

ういう人たちには〝永ちゃんファン〟を名乗っ

てほしくありません。 

 

「Ｃｌｕｂ ＨＥＡＶＥＮ」は、平成８年に

公開レコーディングをした横浜にあるクラブハ

ウスです。入場者は抽選でしたが、日頃の行い

の良い私が当選できたのは当然のことでした。

ただし当選の権利は１人きりで、その日の２０

０人（？）位の当選者はほとんどの人が１人で

来ているのでみんな無言なのが印象的でした。

共通の話題（矢沢さんファン）があるので話し

たいのに話すきっかけがなく無言のまま入場を

待ちました。ライブが始まれば話す必要もない

し……。私は、余り怖くなさそうな人に記念の

写真を撮ってもらいました。 

 

「宇都宮文化会館」は、平成１年のツアーのス

タートでした。テレビの密着取材が入っていま

したが、２、３日前からホールを借り切ってリ

ハーサルをしていました。偶然研修会があった

りして、偶然会館内であったりしたら失神して

しまいます。その他、「東京ドーム」や「横浜ア

リーナ」にも行きました。「横浜アリーナ」の帰

りは、「新横浜」から「東京」まで、新幹線でし

た。また、雪降り積もる日本武道館に当日券で

入場したこともありました。すべて過去の出来

事です。 

（足利支部 杵渕 徹） 
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 日 予  定 時  間 主  催 

1 金 正副会長会 9:30~  
支部長会兼三役会 10:30~  
総務部会 13:30~ 総務部 

2 土 出張封印研修会 10:00~ 業務第１グループ

4 月 業務第５グループ会議 13:30~ 業務第５グループ

成年後見研修会 第７回 13:30~16:20 成年後見特別委員会

5 火 登録説明会 10:00~ 総務部 
会計精査 13:30~ 財務経理部 
申請取次届出済証明書交付式 13:30~ 申請取次行政書

士管理委員会 
6 水 業務第１グループ会議 13:30~ 業務第１グループ

7 木 著作権研修会  9:30~17:30 業務第３グループ

12 火 編集会議 13:30~ 広報部 
13 水 ＴＩＡ無料相談会 10:00~ 業務第４グループ

国際業務相談事例研究定例会 13:30~ 業務第４グループ

業務第４グループ会議 15:00~ 業務第４グループ

業務第２グループ会議 13:30~ 業務第２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 
15 金 ビデオによる「倫理研修」 13:30~16:30 総務部 
18 月 公証人研修会「公正証書遺言の作成について」 13:30~15:00 業務第５グループ

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 
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 登録説明会 10:00~ 総務部 
アサーティブ・コミュニケーション 第４回 13:00~17:00 ＡＤＲ特別委員会

業務第３グループ会議 13:30~ 業務第３グループ

20 水 市民公開講座「相続・遺言・成年後見について」 

（那須、宇都宮、佐野） 

 広報部 

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 

21 木 成年後見研修会 第８回 13:30~16:10 成年後見特別委員会

22 金 新入会員オリエンテーション 10:00~ 総務部 
ＧＬ会議 13:30~ 業務部 

24 日 無料相談会（於：西那須野公民館） 10:00~15:00 那須支部 
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 

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  

髙山久 0285-53-1672） 

10:00~12:00 小山支部 

栃木県行政書士会カレンダー（２月） 
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ＶＴ           正副会長の動き 
  
 
 

日 時 行 事 出席者 内 容・場 所 
12/ 3(月)  9:30～10:00 常任幹事会 全員 衆議院議員総選挙について 

10:00～10:30 正副会長会 全員 年末年始事業について 

10:30～12:30 三役会 全員 第３回理事会について 

16:00～17:00 新都市交通システム会議 手塚 栃木県建築士事務所協会 

12/ 4(火) 13:00～16:00 総務部会 青木 県との研修会について他 

 衆議院議員総選挙候補者出陣式 全員 県内各地 

12/ 5(水) 13:30～15:00 業務第５グループ会議 小林  

12/ 6(木) 13:30～15:00 日本政策金融公庫融資制度研修会 小林  

18:00～20:00 三士会反省会 会長、田渕 宇都宮市 あさひ阪 

12/ 7(金) 13:30～15:30 会計精査 小林 １０、１１月の会計精査 

16:00～17:30 事務局との連絡会 全員 事務局業務について 

12/ 8(土) 17:30～ 佐野自動車登録代行センター総会 会長 小山 思水荘 

12/10(月) 13:30～16:00 編集会議 押野 会報の編集校正等 

12/11(火) 13:00～15:00 第１業務部社労部会 会長 日行連 

13:00～13:30 成年後見特別委員会 押野 事業の推進について 

17:00～19:00 業務第４グループ業務連絡会 押野 弁護士会 

12/12(水)  9:00～ 9:30 栃木市長訪問 青木 自動車関係業務について 

12:30～13:30 業務第４グループ会議 押野 事業の推進について 

13:30～15:00 県警との連絡協議会 会長、手塚、小林 アーバンしもつけ 

18:00～ 茂木敏充個人演説会 会長 佐野市文化会館 

12/13(木) 16:00～17:00 新都市交通システム会議 小林 栃木県建築士事務所協会 

18:00～20:00 宅建協会・柔道整復師会との連絡会 会長、青木、押野 明治屋 

12/14(金) 13:30～18:00 サーバーＷＧ 田渕 次期システムの検討 

12/15(土) 19:00～ さとう勉大街頭（マイク納め） 青木 小山駅前 東口広場 

12/16(日) 11:00～17:00 第３回理事会 全員 鬼怒川温泉あさやホテル 

12/18(火) 9:00～17:00 東京入管無料相談会 押野 東京入管 

12/19(水) 11:00～15:00 栃銀、小山信金、栃木信金訪問 小林 行政書士業務について 

15:30～16:30 新都市交通システム会議 手塚 栃木県建築士事務所協会 

18:00～ 自販連との連絡会 会長、手塚、小林 自動車業務について 

12/20(木) 13:30～17:00 第１業務部会 会長 日行連 

12/21(金) 9:30～12:00 第１業務部会 会長 日行連 
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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 

  H24.12.4 月刊日本行政2月号(№483)原稿予約と提出締切について 

  H24.12.4 申請取次業務関係設問集(11月版)について 

1158 H24.12.4 年末の登録事務処理について 

1161 H24.12.10 平成24年度12月分 会費納入について(お願い) 

1186 H24.12.10 平成25年新年賀詞交歓会のお土産について 

1187 H24.12.10 単位会における暴力団排除等への取組み状況について(報告願い) 

1208 H24.12.12 改正犯罪収益移転防止法ポスター及びリーフレットのご送付 

1215 H24.12.12 e-Taxご利用案内について 

1208 H24.12.14 改正犯罪収益移転防止法ポスター及びリーフレットのご送付 

  H24.12.18 平成24年度全国研修＜2月期＞／プログラム 

  H24.12.20 コンプライアンス研修② 質問及び回答について（第2時限） 

1243 H24.12.20 交通事故関係業務実務者意見交換会結果報告書の送付について 

1246 H24.12.20 行政書士登録事務処理に係る留意事項について（行政書士となる資格を証する書面）

1258 H24.12.21 平成25年度各単位会総会の日程について（お伺い） 

1260 H24.12.21 年末年始の訃報連絡について 

事務連絡 H24.12.21 ADR英語調停講座に関するご連絡 

1277 H24.12.28 
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） 

1290 H24.12.28 「月刊日本行政」掲載用に単位会からご提供いただく記事の取扱いについて 

1298 H24.12.28 「平成23年度における行政手続オンライン化等の状況」の公表等について 

1305 H24.12.28 藤里常任理事の辞任について（ご報告） 
 
 
 
 
 
上三川町では、平成２４・２５年度の２か年にわたり農業振興地域整備計画の見直しを行っております。

それに伴い、農用地区域からの除外申請の受付を下記により一時中断いたしますので、ご理解とご協力をお

願いいたします。 
 

記 
 
１ 中断期間       平成２５年５月１日から平成２６年５月３１日 
 
２ 除外申請受付     平成２５年４月３０日〆切（最終） 
             ※事前に産業振興課等との協議を済ませてください。 
 
 
 
 

 

日行連だより 

【【 上上 三三 川川 町町 】】農農 業業 振振 興興 地地 域域 整整 備備 計計 画画 にに かか かか るる 農農 用用 地地 区区 域域 のの
変変 更更 申申 請請 受受 付付 のの 一一 時時 中中 断断 にに つつ いい てて         

産業振興課 農村振興係 
担 当   川 俣 
☎０２８５（５６）９１３６
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先日、足利銘仙展を見に行ってきました。足

利銘仙というと、普段着の着物というイメージ

しかなかったのですが・・・。 
会場に入り、まず気になったのが、夢二式美

人の絵です。何故ここに竹久夢二が？足利銘仙

と何のつながりがと思い、解説を読んでみると、

「昭和初期、足利銘仙の宣伝用ポスターの原画

を描いたのは、竹久夢二や伊東深水といった当

時の人気画家で、ポスターのモデルには当時の

人気女優が起用されました。」とありました。足

利銘仙の売り出しに、竹久夢二が関わっていた

のですね。 
足利銘仙の実物を見るのは生まれて初めてだ

ったのですが、展示されている着物やデザイン

図を見て感じたのは、デザインや色遣いの斬新

さです。デザイン画を担当したのは、足利に移

り住んだ京都の図案職人の方（その数４０人）

だったそうです。京都といえば友禅染。多彩な 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

デザインが生まれたわけが分かりました。 
また、大正末期から昭和初期に足利で織られ

日本全国に売り出された足利銘仙は、普段着だ

けでなく、外出着としても愛用されたそうです。

外出着は、普段着に比べると色が鮮やかでデザ

インが複雑、外からは見えない裏の部分まで凝

った着物もあり、当時の女性のお洒落ごころを

感じさせるものです。 
今まで聞いたことはあってもよく知らなかっ

た足利銘仙ですが、今回その魅力を感じました。

ただ残念なことに、現在では生産は行われてい

ないそうです。技術を伝えることができる方達

が高齢となり、指導ができなくなってしまった

からだそうですが、そうなる前に技術の継承を

考えることはできなかったのか。足利銘仙に対

する評価が低すぎなかったか。もったいない話

です。 
（足利支部支局長 岩本正代） 

 

行政書士とちぎに投稿しませんか？ 

 会員の皆様の 

投稿をお待ち 

しております

栃木県行政書士会 

メール：gyosei-totigi@mail.gt9.or.jp   FAX：028-635-1410 

郵 送：〒320-0046 栃木県宇都宮市西一の沢町１－２２  

  広報部より 

 
 
     ○業務に関する情報 

     ○書士会に関するご意見 

     ○日常において感じること 

     ○とっておき情報 

     ○写真・作品・マンガ・イラスト等 

   原稿はできるだけメールでお送りください。ＦＡＸの場合はワープロ印刷等鮮明に読み取れる

   状態でお送りください。 

          送付先 

 

 

 

    ※編集の都合により掲載に時間がかかる場合や、内容により掲載できない場合もございます。ご了承下さい。 
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著作権研修会                  業務部 第３グループ主催 
 

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、以前に本研修を受講し、相談員名簿に掲載されている方は対象になりません。 

○開催日時 平成２５年２月７日（木） ９：３０～１７：３０ 

○開催場所 栃木県行政書士会館２階 

○研修科目等 

時 間 割 研 修 科 目 

１時限目 ９：３０～１１：００ 著作権法概論① 

２時限目 １１：１０～１２：４０ 著作権法概論② 

３時限目 １３：３０～１５：００ 著作権登録について 

４時限目 １５：１０～１６：４０ プログラム登録について 

５時限目 １６：５０～１７：３０ 効果測定 

○講 師 行政書士 小林 幸雄 

行政書士 長竹 基行 

○受講料 ５００円 

○テキスト代 ２，５００円 

 

※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。 

 

公正証書遺言の作成について             業務部 第５グループ主催 
 

宇都宮公証人役場より講師をお招きして、公正証書遺言の作成に関する行政書士向けの研修を

開催致します。 

 

○開催日時 

平成２５年２月１８日（月） １３：３０～１５：００ 

○開催場所 

栃木県行政書士会館２階 

○内容 

 ｢公正証書遺言の作成について｣ 

○講 師 

公証人 森川大司 氏（宇都宮公証人役場） 

○受講料 

５００円 
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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 

２／７ 著作権研修会 500円 2/4  2500円  

２／18 公正証書遺言の作成について 500円 2/14  － － 

２／１9 
アサーティブ・コミュニケーション

第４回 
500円 2/15  － － 

 

支部名  
氏 名

 

ＦＡＸ  

 

～成年後見特別委員会より～ 

２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２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。 
 

 ○２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 ２月 ４日（月） 
高齢者福祉の基礎 13:30～15:10 

障害者福祉の基礎 15:20～16:20 

第８回 ２月２１日（木） 
成年後見制度に関わる諸制度＜前編＞ 13:30～14:45 

成年後見制度に関わる諸制度＜後編＞ 14:55～16:10 

 ※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。 

アサーティブ・コミュニケーション  第４回      ADR特別委員会主催 

○開催日時 平成２５年２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 

アセスメントミーティング（紛争解決手段）の 1 つに、アサーティブ・コミュニケーションと

いう手法があります。これは、自分も相手も尊重した上での自己主張・自己表現の方法を学ぶこ

とによって、より良い人間関係を築いていこうとのものです。 
メディエーション・傾聴トレーニングに続いて、アサーティブ・コミュニケーションを学び、

更なるスキルアップを図り、ADR だけに留まらず、広く日常業務に生かしていただければ幸いで

す。 
○講 師 行政書士 土方 美代 

○受講料 ５００円 

募 集 
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～総務部より～ 

 

ビデオによる「倫理研修」開催のお知らせ 

 
１月２３日に栃木県と共催の研修会「倫理研修」を開催致しますが、当日都合により出席できな

い方にビデオによる補講を２回実施することとなりました。 
内容は「コンプライアンス」「他士業との業際」「職務上請求書の使用」など行政書士としての基

本的な倫理についての研修です。 
特に 近、職務上請求書の使用法について誤ったケースが増えております。今後はこの研修の中

で説明する適正な使い方についての趣旨に従わない場合、皆さんも不適切な使用をしたとして注

意・指導の対象になりかねませんので、職務上請求書を使用される方は必ずこの研修を受講されま

すようお願い致します。 
 
○開催日時  平成２５年２月１５日（金）１３：３０～１６：３０ 
            ３月２７日（水）１３：３０～１６：３０ 
       (いずれの日も１月２３日の研修と同内容です) 
○開催場所  行政書士会館 ２階会議室 
○研修内容  倫理研修 

「職務上請求書の適正な使用について」 
「新しい職務上請求書の改正点について」 
「他士業との業際について」 
「コンプライアンスについて」 
「行政書士に対する懲戒について」 

○受 講 料  無料 
○申 込 み  下記申込み欄を事務局宛にＦＡＸしてください。 

（締切日＝2 月開催は 2 月 13 日(水)、3 月開催は 3 月 25 日(月)）。 
 

～倫理研修当日の職務上請求書無償差し替えについて～ (無償差し替えの詳細は 24年 11 月号参照) 

・希望者は、お持ちの「職務上請求書（№08-から始まる様式）」と「購入申込書」を持参して 
ください。(当日受付で「購入申込書」を記入される方は”職印”を持参してください) 

・研修会への途中からの参加、または途中で退席される場合は、差し替えに応じられません。 
・職務上請求書（№08-から始まる様式）に未使用部分が無い場合、新様式は購入となります。 

 
                                （FAX 送信先＝028-635-1410） 

ビデオによる「倫理研修」参加申込書 

平成   年   月   日 
 
◎受講する日（どちらかに○） 
 

{     ２月１５日（金）           ３月２７日（水）     } 
 
 
 
支部名：                 会員名：                    
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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 

 

 
足 利 

H24.12.1 
326- 

0842 
足利市今福町 392-3 0284-21-6820  

野口 直美 

 足 利 
H24.12.1 

326- 

0335 
足利市上渋垂町 246-6 080-3753-1319  

宮下 恭子 

 足 利 
H24.12.15 

326- 

0823 
足利市朝倉町 3-13-4 0284-70-5757  

大橋 弘一 

【退 会】神﨑 律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 

宇都宮 陶浪 重昭 H24.12.11 廃 業 宇都宮 五月女明男 H24.12.31 廃 業 

日 光 神﨑 律夫 H24.10.10 死 亡 宇都宮 歸山 正美 H24.12.31 廃 業 

【変 更】                             

支 部 氏 名 変更事項 変 更 内 容 

宇都宮 
齋藤  保 

齋藤 丈威 
事務所 宇都宮市竹林町 1247-1 

 

事務局よりお知らせ ２０１３年度版「行政書士手帳」販売中 

   残部僅少ですが、２０１３年度版「行政書士手帳」の販売をしております。 

    ２０１４年３月までの予定表入りですので、まだまだご活用頂けます。 

   １．手帳の仕様 ビニールシート 黒（１６９×８３㎜）分冊方式・差込式 

   ２．価   格  ９００円 

   ３．販 売 方 法 事務局に来局頂ければその場で販売致します。 

郵送ご希望であればお電話でお申し付け下さい 

（別途送料６８円）。 

（事務局電話番号：０２８－６３５－１４１１） 

    ※売り切れの時はご容赦下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 12 月 31 日現在）

行政書士とちぎ 1 月号 №433 

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 

明けましておめでとうございます。 
 新しい年に夢と希望を持ち、願いが叶う努力
をして日々前進して行く事でしょうが、誰もが
同じ事を考えている訳でもなく、方向の違い、
達成する時期等の違い又、それぞれの個人的な
事情にも差異があり、夢や希望を自分のものと
するのには大変な事と思われます。 
 それであっても小さな喜びや感動が生活の中
に生まれ、明日への糧となり前進できる事でし
ょう。 
 安心と安全、社会全般との絆を大切に、夢の
実現に向かって行きましょう。 
       （広報部副会長 押野 佑） 
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