「成年後見支援センター
とちぎ」設立によせて
成年後見特別委員会
副委員長 髙山 久

私達の任期中に「成年後見支援センターとちぎ」の設立に至りました。

同センターについては、法人格もないただの人の集まりに過ぎないものにどれほどの価
値があるのかという懐疑的な見方があることは承知しております。

そのような問いかけに私は「同センターをどう活用するかと考えてください」と答えて
おります。
「成年後見支援センターとちぎ」という看板と、そのメンバーであることを示す名刺、
そして成年後見の内容を示すパンフレットの３点セットがあれば、成年後見に関する仕事
をするうえで大変な助けになるのです。

今後日本は、超高齢社会となり、ますます成年後見制度の必要性が高まります。しかし
ながら介護保険制度に比較して成年後見制度は、その理解も利用もまだまだです。だから
こそ、メンバーの先生方と一丸となり、その普及に向け努力していきたいと思います。
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栃木県行政書士会
「平成２５年賀詞交歓会」開かれる
「柊美会」の邦楽演奏（琴・尺八）による、「花
鳥風月」という、新年にふさわしい和の音色を聞
きながら、１月１１日（金）午前１１時より、「ホ
テル東日本宇都宮」において、賀詞交歓会が和や
かに開催されました。
岸清美理事の司会により、青木勇夫副会長の開
会のことばに続いて、須永威会長が、昨年には会
員が国の表彰を受けるなど、おめでたいことが沢
山あったこと等を、報告いたしました。また、組
織改変に伴う、
成果を披露するとともに、
今年は、
若手の育成に努めること等の、挨拶がなされまし
た。
次に、表彰式が行なわれ、会長から表彰状及び
感謝状が手渡され、多くの方々の功績をたたえま
した。
その後、お忙しい中をお出でいただいた、来賓
の日本行政書士会会長代理、衆・参両院議員、栃
木県知事、県議会代表、県内市町代表、栃木県弁
護士会会長様をはじめ、多くの方からご祝辞をい
ただきました。
続いて、住吉和夫名誉会長の音頭により、乾杯
が行なわれ、艶やかな和服姿で参加してくれた会
員が、花を添え祝宴に入りました。
筝曲が流れ、お正月らしい優雅で、和やかな雰
囲気の中にも、沢山の話題が飛び出し、常日頃出
来ない交流に、有意義で楽しい交歓会が、出来た
のではないかと思われます。
宴たけなわの途中、時間の関係から、浅野吉知
日本行政書士会連合会相談役により、中締めが行
なわれ、最後に、手塚理恵副会長の閉会のことば
で、お開きとなりました。
（理事 山ノ井一男）
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栃木県・栃木県行政書士会研修会開催
「いまさら聞けない！行政書士業務リスクマネジメント」
日行連からは、日行連会報紙での掲載記事の通
り、各単位会に於いて職務上の請求書に関する研
修を実施するよう通達されていました。また、昨
今では、「本人登録通知制度」の導入に見られる
ように、職務上請求書の取り扱いに関しては窓口
規制を厳しくする傾向にあります。また、他士業
との業際問題もシビアになっております。すなわ
ち、他士業の職務内容を誤記入しての行政書士の
職務上請求書の使用は特に誤解を招く原因となり
ます。

栃木県経営管理部文書学事課 永井茂明課長

平成２５年１月２３日（水）午後１時３０分よ
り、午後５時まで、栃木県教育会館小ホールにお
いて、
栃木県との共催による研修会を行いました。
栃木県経営管理部文書学事課、永井茂明課長の
主催者挨拶で始まり、同法規担当、野口善幸副主
幹により、「行政書士に対する懲戒について」講
演いただきました。そして、「職務上の請求書」
はＤＶＤ研修、
「新しい職務上請求書の改正点」・
「他士業との業際」・「コンプライアンス」につ
いては栃木会の事例を中心に総務部担当理事によ
る説明研修としました。

岸 清美理事

一戸養子理事

栃木県経営管理部文書学事課法規担当 野口善幸副主幹

今回の研修題名は「倫理研修」となっておりま
すが、主たる内容は「いまさら聞けない！行政書
士業務リスクマネジメント」、特に「職務上の請
求書の正しい使い方について」を会員の皆様へ周
知し再理解を図ることを目指しておりました。ま
た、当日は職務上請求書の無償差替え作業を別室
に於いて実施しました。
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そして、当日、無償差替え作業に伴い提出され
た使用済み職務上請求書の記載の実例をつぶさに
点検しますと、不適正な使い方が数多くありまし
た。今後は、職務上請求書の購入に際しては、こ
の研修会で説明しました適正な使い方についての
趣旨に従わないものがあった場合には、会から
注意・指導の対象とすることをご容赦願います。
尚、残念ながら当日都合により出席できなかっ
た会員の皆様には、研修会を録画し編集したビデ
オによる研修を実施いたします。詳細は右ページ
を参照してください。また、ビデオ研修開催日に
限り、差替え・購入手続きを短縮・簡素化してお
りおりますので、どうぞ奮ってご参加下さい。
（総務部長 毛塚勝行）

～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」を開催致しましたが、当日都合により出席でき
ない方にビデオによる補講を実施します。
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。
特に最近、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３月２７日（水）１３：３０～１６：３０
(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（申込み締切日＝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
◎３月２７日の「倫理研修」に申込みます。

支部名：

会員名：
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栃木県土砂条例研修会

１２月１４日（金）午後１時３０分より行政書
士会館にて業務部第２グループ主催による「栃木
県土砂条例研修会」(栃木県土砂等の埋め立て等
による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関す
る条例研修会)が、行われました。参加者は３０
名でした。講師は第２グループＳＬで土地家屋調
査士も兼業している秋葉憲司会員です。秋葉会員
は宅地造成に関する本も執筆している方で､その
方面ではまさにエキスパートです。
研修は前半と後半に分けて行われ、前半に土砂
条例の法的な位置づけや申請書の書き方、添付書
類の説明がされました。申請書自体はそれほど難
しくはないということ。この業務には必ず測量業
務が付いてくること。そしてこの測量業務こそが、

この条例の許可を取る上で重要であり、また報酬
の上でも大きな比重を占めることが説明されま
した。そしてこの測量は、土地登記手続きとは関
係がないことから、行政書士が行うことができる
こと。等が説明され、後半はこの測量業務につい
ての講義がなされました。
後半では、実際に測量の道具や機械(スティー
ルテープ、平板やアリダード、レベル、トータル
ステーション）等が会場に持ち込まれ、テープに
よる計り方やレベルやトータルステーションの
操作なども交えて、測量の仕方が具体的に説明さ
れました。レベル測量、平面測量、データの記入
方法とそのデータを用いた現況図の作成方法｡そ
してこの現況図からあらゆる図面が作成できる
こと。また測量データを用いた面積計算や土量計
算等が説明されました。この測量業務が行政書士
自身でできれば土砂条例の許可はすべて自分で
できることになります。土地関係を業務でやりた
いと思っている人にとってこんなに参考になり
また、すばらしい講義はないように思えました。
仮に測量業務を依頼するにしても、データの扱い
方を理解し、図面作成が可能になるならば、業務
の遂行にどれだけ役に立つことでしょう。
(業務部副部長 稲葉昌俊）

第３回土地利用研修会
１月２５日（金）に業務部第２Ｇの今年度最後
の研修会「土地分譲の開発許可」が、行政書士会
館２Ｆにおいて開催されました。参加者は３６名
で講師は土地家屋調査士兼業の業務部第２Ｇ秋
葉憲司ＳＬが担当しました。
昭和４３年の新都市計画法の制定に至った過
程や開発行為の定義や許可権者・申請先などの初
歩的な説明から始まり、テキストの資料も栃木県
建築基準法関係例規集(昭和５９年３月版)や図
面等多数ご用意いただき、大変わかり易い説明で
ありました。
途中休憩後、後半は開発許可申請の事務手続き
の具体的手順としての基本調査、境界協定、土地
測量・合併浄化槽水路放流合意願・開発許可申請・
建築確認申請等々の一連の流れの説明や、建築基
準上の道路・雨水等の排水計算書など開発行為の
技術的基準など具体的資料を参考に説明されまし
た。さすがに講師の秋葉ＳＬは以前に測量の本を
自ら出版され、日本の高度成長の時代に多くの開
発許可申請等の業務に携わってこられた経験から
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研修内容も重要な実務的なものばかりで受講さ
れた会員には今後の業務にたいへん参考になっ
たのではないでしょうか。
今年度は業務部が再編され、須永会長をはじめ
鈴木業務部長が先頭に立って県の各部各課との
研修会・連絡協議会が開催され、業務部２Ｇによ
る土地関係の初級から上級レベルまでの研修会
等を開催出来たことは多くの関係者のご協力に
よるものと感謝の心でいっぱいであります。最後
に、今年度の経験をふまえて来年度の事業内容も
さらにステップアップし、会員のためになる研修
を数多く企画して頂きたいと思います。
（業務部第２ＧＬ 山本 護）

今月の表紙：市貝町芝ざくら公園

わがまち自 慢

―市 貝 町 ―

市貝町は、県都宇都宮市から東へ約２４ｋｍに位置する人口約１２，４００人の小さな町で、広
大な関東平野が八溝山地に接する先端にあり、山間地と平地の両方の特徴を兼ね備える自然豊かな
町です。
美しい里地・里山が広がる市貝町は、国のレッドデータブックにおいて絶滅危惧Ⅱ類に指定され
た猛禽類のタカ「サシバ」の日本有数の飛来地となっています。サシバは、里山の多様な生きもの
と豊かな自然環境の指標となるタカであり、多くのサシバが子育てにやってくるということは、日
本一の里山が残っている証です。町はこれを貴重な資源と捉え、「サシバの里」の商標登録をし、
自然保護、農業振興、まちづくりに活かし地域の活性化に取り組んでいます。
●市貝町芝ざくら公園
市貝町の最北端にある「市貝町芝ざくら公園」は平成
１８年に開園し、芝ザクラの植栽面積２．４ヘクタール
約２５万株で本州最大級です。赤、ピンク、紫、白の鮮
やかな彩りは、周囲の新緑とも調和し、その美しい花の
ジュウタンは圧巻です。また、展望台からの３６０度の
パノラマも絶景です。芝ざくら祭りは、毎年４月中旬か
ら５月中旬にかけて開催されますが、首都圏を中心に３
０万人を超える観光客が訪れます。
・芝ざくら祭り ４月１３日（土）～５月１２日（日）
・芝ざくら公園大流しそうめん大会 ８月下旬
・芝ざくら公園秋の収穫祭 １１月中旬

流しそうめん

●観音山梅の里
日本の里山の原風景と村上城址や千手観音像などの
文化財が多数残る歴史と自然が調和した観音山とその
周辺には、約４ヘクタールの土地に３千本の梅が植栽さ
れております。春には愛らしい花を咲かせ、初夏にはた
わわに実をつけます。毎年３月には梅祭り、６月には梅
の収穫祭、１０月には秋の収穫祭を開催し大勢の観光客
等でにぎわいます。
・梅祭り ３月２３日（土）
・梅オーナー収穫祭 ６月２２日（土）
・秋の収穫祭 １０月１９日（土）

梅祭り

●サシバの里いちかい夏まつり
魚のつかみ取りやクイズ大会、太鼓演奏など子どもから
大人まで楽しめ、県内最後の夏祭りの締めくくりには、約
５，０００発の花火が夜空を焦がし、大歓声が沸き上がり
ます。
とき ８月３１日（土）
場所 市貝町中央公民館グランド

サシバ
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夏まつり

会員事務所訪問コーナー
今回は若手のホープ、小嶋 均会員の事務所に
お邪魔しました。

氏 名：小嶋 均（こじま ひとし）
事務所：小嶋法務行政書士事務所
宇都宮市鶴田町１５３３－２６
入会日：平成２１年１２月５日
Ｑ：早速ですが行政書士になったキッカケを教え
てください。
Ａ：派遣で工場勤務していた時に英検準２級に合
格し、独学で大学を受験し合格、働きながら夜間
の大学に通い始めました。そんな時に司法書士試
験に合格した知り合いから「何か資格をとるとい
いんじゃないか」勧められ、まずは宅建に合格。
司法書士をめざしながら、腕試しに！と受けた行
政書士に合格したため、現在に至っています。
Ｑ：お仕事はどんな内容が多いですか？
Ａ：風俗や外国人などまだ、決まった種類という
ものはありません。依頼のあった仕事を誠実にこ
なしていきたいです。
今もですが、最初は全然仕事がなくて、どうや
って仕事を取ったらいいかもわかりませんでした。
先輩の事務所に補助者みたいに雇ってくれないか
な～なんて訪ねていったこともありました。そん
な中、訪ねて行った先のひとりの大先輩に大変よ
くしてもらいました。本当に面倒見の良い素晴ら
しい方です。その人に出会えてなかったら、今の
自分はとても仕事をしている状態ではなかったか
もしれません。
（その方のお名前も伺ったのですが、ここでは内
緒にしておきますね。私も大好きな方のおひとり
です！！）

おじゃましま～す！

Ｑ：それでは今度は趣味のお話を伺いたいと思い
ます。
Ａ：曲を作ることです。パソコンを使って作曲を
しています。でも変わったというかマイナーな音
楽なので、聞いてもらってもよくわからないかも
しれませんが…
ピアノもギターも一応できるので、それをパソ
コン上で鳴らしながらいいなぁと思った感じをつ
なげていってるんです。音楽を作っていると時間
を忘れてしまって、一日中でも夢中でやってしま
います。
一応、インターネット配信をしているので、機
会があったら聞いてみてください。あと、ＤＪを
やっています。今はなかなかできませんが、暇を
見つけてそちらも楽しんでいます。
（お部屋にはギターが置いてありましたので、も
しや…？と思ってはいたのですが。作曲した曲も
パソコンから聞かせていただきました。なんだか
やさしい感じのいい曲でしたよ。私も音楽はよく
わかりませんが…）
Ｑ：これからの目標みたいなものはありますか？
Ａ：実は社労士の資格も取りました。これから研
修があるので、登録ができるのはまだ先になりま
すが、企業の労務管理も積極的に受任していきた
いです。
とんでもないミスをして恥ずかしい思いをしまし
たが、ひとつひとつ着実に仕事をこなし、気が付
いたら「先生」と呼ばれるに恥じない自分になっ
ていたいです。
小嶋会員とは入会時期もほとんど変わらず、悩
みも共有できました。
仕事のことだけではなくプライベートなこと
も、語り合うことができ、新たな小嶋会員の魅力
も発見できました。
インタビュー時間は長時間に及んでしまいま
したが、イヤな顔せずに対応して下さいまして本
当にありがとうございました。
今後の更なる活躍に期待しています。楽しい時
間をありがとうございました。
（宇都宮支局長 竹島尚子）
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須 賀 神 社

今回は、小山市宮本町にある、須賀神社を訪れ
ました（所在地 小山市宮本町１－２－４）。
実は、須賀神社は私の事務所の近くにある神社
であり、私もよく参拝をさせていただく神社なの
です。

小山支部

当初は小山の字北山（現在の中久喜地内）にま
つられましたが、小山城の築城に際し、城の鎮守
とも仰がれ、平治年間（１１５９～６０）に現社
地に遷座されました。」と須賀神社の公式ホーム
ページ
（http://www.sugajinja.or.jp/jinja/about.html）
に記されてあります。なるほど。小山城の築城を
きっかけに、当初の中久喜地内から、こちらにま
つられたのですね。
さらに公式ホームページを読み進めると、慶長
５年（１６００）７月、徳川家康公により、かの
有名な小山評定がこの境内にて開かれたとのこと。
徳川家康公、そして小山評定。ううむ。とても歴
史を感じます。

やはりこの道を通って神社まで参ります。僕自
身、ここから歩いて神社まで参るのが「お気に入
り」なのです。なお、近くにはおいしいケーキ屋
さんなどもあります。

私は、生まれながらの小山市民ではないので、
小山評定のことは、わかっているようでわかって
いないです。
ですが、身近に参拝することのできる須賀神社
をとおして、今後は小山市民として小山評定につ
いても学んでいきたいと感じました。
身近な須賀神社のご紹介でした。
（小山支局長 渡邉康明）
訪れると、そこは静穏な雰囲気。緑のなかに囲
まれ、心がほっとします。なお、併設する会館で
は、結婚式なども行われるそうです。
さっそく、清めてからお参りです。なお、昨日
（２月３日）は節分祭が行なわれましたので、大
変にぎわったようです。
さて、須賀神社の御由諸を調べると、
「天慶（テ
ンギョウ）の乱に際し、藤原秀郷公は日夜素盞嗚
命（スサノオノミコト）に戦勝を祈願し、成就す
ることが出来たので、天慶３年（９４０）４月、
京都の祇園社（八坂神社）から、御分霊を勧請し
てまつったのが、当社の創祀であります。
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栃木会の申請取次行政書
士の動向
新規申出（１月） ６名
更新申出（１月） ０名
有効期限切れ（１２月末）
による減少
２名
申請取次行政書士
（１月末現在） ９６名

交差点

第２３回全国女性行政書士交流会ｉｎくまもと

総務大臣政務官

「行政書士制度を片山さつきと語ろう」
を開催致します｡
現役の行政書士である参議院議員片山さつきさんをお招きして、行政
書士の現状と行政書士の未来について語り合う懇談会を以下の通り開催
致します。奮ってご参加ください。
片山さつきさんといえば豊富な行政経験があり、我々行政書士の最大
の理解者です。今度の安倍内閣で総務大臣政務官として行政書士を所轄
する総務省の重要ポストに就かれておりますので、行政書士法の改正にも前向きに取り組んでもら
えるものと思います。
行政書士の地位向上や行政書士法の改正などこれからの課題について、皆様の意見を直接伝えら
れる絶好の場となりますので、お誘い合わせの上ご参加下さいますようお願い致します。
片山さつきと語ろう会
発起人代表 手塚理恵
日 時：平成２５年３月７日(木) 午後１時３０分～３時
場 所：栃木県行政書士会館 会議室
参加費：無料
※参加ご希望の方は、以下の申込書をＦＡＸ送信してください。（開催日前日まで受付。ＦＡＸ番号＝028-635-1410）

「行政書士制度を片山さつきと語ろう」に参加します。
支部名＝

会員名＝
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くまモンと一緒！

交流会の中で福島会の根本正子会員より福島県の現状についての講演がありました。まだまだ線
量が高く、家族バラバラで避難しているため、現在の相談内容は多くが家庭内のことで、女性行政
書士がグループを作り県内を巡回し、女性行政書士が必要とされていることを実感したそうです。
熊本県選出の野田毅衆議院議員
ご夫妻、片山さつき参議院議員
も参加して下さいました。静岡
会より渡されたバトンを栃木会
から秋田会に繋ぎ、震災後の大
変な時期に頑張って開催に踏み
切った秋田会から今回の｢火の
国熊本｣に届き、今年は｢彩の国
埼玉｣で開催が決まり、全国女性
行政書士の絆を強く感じた、感
激の２日間でした。
（副会長 手塚理恵）

雪の日の想い出①
通勤途中に遭難?
その日は、朝から雪が降り始めました。積
もる事はないだろうとの甘い考えでハンドル
を握っていました。しかし、雪の降り方は強
まる一方です。当時の愛車は４ＷＤのワゴン
（ホンダ・オルティア）でしたが、その日は
あいにく会社のボロっちいライトエースでし
た。国道５０号線（片側２車線のバイパス道
路）にもみるみる雪は積もり渋滞し始めまし
た。トロトロ走るスタートの都度パワー不足
のライトエースはお尻を振っています。いつ
立ち往生してもおかしくありません。高架橋
はこわくて登れないので国道５０号線をあき
らめました。一般道（といっても国道１２２
号線）を走りましたが、状況は悪化する一方
です。進むも地獄、退くも地獄で自宅へ引き
返すことが出来るわけもなく、仕方なくコン
ビニ駐車場にライトエースを停車させました。
車内にチェーンが見つからなかったので、コ
ンビニでトイレを借り缶紅茶（ホット）を買
って緑電話（時代が忍ばれます）で会社に連
絡を入れチェーンを届けてもらう事にしまし
た。
もう１度、コンビニでトイレを借り缶紅茶
（ホット）を買ったら、やっとチェーンが届
きました。２人でチェーンを装着しやっとひ
と安心です。ところがもう１度地獄が待って
いました。鉄道の高架下で立ち往生したので
す。チェーンがゆるかったのです。でも、後
続車の運転者さんたちが助けてくれました。
積んであった段ボールを後輪の下に敷き、
「ギ
アはセコンドにいれて、あせらずにジワーっ
とアクセルを踏むんやで…」とアドバイスし
てくれました。その通りにすると、ライトエ
ースはジワーっと坂を上り始めました。ここ
で自動車を止めてお礼を言うと間違いなく怒
られるので、窓から手を振りながら「ありが
とうございましたー」と叫びながらその場を
去りました。世の中には親切な人がいるなぁ
～としばらく感動していましたが、立ち往生
している私がただ単に邪魔なだけだったかも
しれません。そのとき断崖絶壁に見えた高架
下も、後日確認するとなだらかな坂でした。
親切な人といえば、学生時代に母親のカロ

ーラで買い物に行った帰り、バッテリーが上
がってしまっていた事がありました。免許取
立てで状況が飲み込めないでいると、１人の
おじさんがニコニコしながらケーブルを手に
近づいてきました。
「バッテリーが上がったの
だろう、ケーブルつないでエンジンかけてや
るよ」と、自分の自動車をカローラの前まで
近づけて、アッという間にエンジンをかけて
くれて「うちに帰るまでエンジン切っちゃだ
めだよ」と言いながら、名前も名乗らず去っ
ていきました。後姿は、まさにヒーローのそ
れでした。でももしかしたら、買ったばかり
のケーブルが使いたかったので、バッテリー
が上がる自動車を待ちかまえていたのかもし
れません。あのタイミングは、そうとしか思
えません。絵に書いたようなニコニコ顔でし
た。
ふだん会社には、４０分ほどで到着します
（７時４０分出発で８時２０分到着）が、そ
の日会社に着いたのはお昼少し前でした。電
話が何度か入っていたお客さんに連絡すると
「会社の人が、あなたが行方不明になったっ
て言ってたよ～。大丈夫だった～」と言われ
ました。携帯電話のない時代、こちらから電
話しないと会社からは連絡の取りようがあり
ません。でも、誰からも怒られはしませんで
した。少しの遅刻は怒られますが、遅刻も度
を越した場合は心配はされても、怒られない
ものです。
会社の後輩に遅刻の常習者がいました。会
社から３分位のアパートに住んでいて遅刻す
るのです。或る朝、遅刻して９時前に来まし
た（始業時間は８時半）
。
「歯が痛かったので
歯医者に寄って来ました」と言い訳しました
が、その歯医者さんは診療開始が９時からだ
ったので事務所にいた全員から突っ込みが入
りました。
「歯医者さんは、まだ始まってねー
よ」と。これはこれで上司も怒る気力が失せ
たので正解なのかもしれません。
その日、私は会社近くのホテルに泊まりま
した。
自宅まで帰る気力はありませんでした。
雪は融けることなく銀世界のまま夕暮れとな
り、みんな終業時間（５時半）とともに帰っ
ていきました。私もホテルに６時位にチェッ
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クインしましたが、手持ち無沙汰でした。話
によると、渋滞のため帰宅時間が９時過ぎに
なってしまった人もいたようでした。私はそ
の頃、ベッドの上でゴロゴロしていました。
でも、本当にすごい雪でした。
うちの周辺だけ大雪？
これは、数年前の話です。その日は宇都宮
で会議のある日でした。朝起きると銀世界の
中にいました。足利でこんなに積もっている
のだから、宇都宮はもっと積もっていて大変
だろう。委員会は中止かも知れないと思いま
したが、性格が歪んでいても根が真面目な私
は、雪国宇都宮に向かってとりあえず出発す
る事にしました。
すると不思議です。数分で旧国道５０号線
に合流して、市街地（といっても、たいした
市街地ではない）へ近づくにつれて、目に見
えて銀世界はまばらとなっていきます。通り
すがりの庭を覗くと地面の色がまともに見え
ます。宇都宮までの道中、所々でうっすらと
雪化粧している地域もありましたが、われら
が県庁所在地・宇都宮の市街地では、雪のか
けらさえありませんでした。私が早々と「大
雪だからお休み」と連絡していたら、きっと
こんな見え見えのウソをついてまで休もうと
する人は珍しいと、思われたに違いありませ
ん。
「歯が痛かったので歯医者に寄って来まし
た」と同じレベルになってしまったところで
した。
でも、夕方家路についたところ、自宅に近
づくにつれ明らかに雪化粧が薄化粧から徐々
に盛られていき、自宅の庭はかっての八代亜
紀さんを彷彿される厚化粧（失礼！）のまま
でした。うちの周辺だけ大雪は幻ではなかっ
たのです。しかし、自動車で１０分程度の距
離で降り方が違うなんて、
夕立のようでした。

スリップ・スリップ・チャップ・チャップ・
ラン・ラン・ラン！
また、別の日の話。前日の雪がシャーベッ
ト状に残っている道を宇都宮へと急いでいま
した。いつも以上にスピードと車間距離には
注意していましたが、或る橋の上でその事件
は起こりました。その橋はかなり手前から直
線と右折レーンとが分かれています。右折を
する私は当然ながら右折レーンを走り、前方
に右折待ちの自動車を確認しましたので、当
然ながらブレーキペダルを踏んだところ、タ
イヤは意に反してスリップしてすべりはじめ
ました。脳裏には前車のトランクに食い込ん
でいくシーンがすでに浮かんでいました。あ
～あ。しかし、私の日頃の善行を神様は見て
いてくれています。左側の直線レーンに併走
車や後続車がいないことは分かっていたので、
一か八か左へハンドルを切りました。すると
前車が右折を始めたので、大回りで右折をす
る形でこのピンチをクリアすることができま
した。ここで教訓。橋の上は道路の凍結に注
意しましょう！
（足利支部 杵渕 徹）
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栃木県行政書士会カレンダー（３月）
日
1 金
4 月

5

火

6

水

7

木

10
11

日
月

12

火

13

水

18

月

19
21

火
木

22

金

24

日

26
27

火
水

28

木

30

土

予

定

三役会
登録説明会
登録事前相談会
総務部会
成年後見特別委員会
成年後見研修会 第９回
申請取次届出済証明書交付式
日本政策金融公庫宇都宮支店 研修会講師
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）
懇談会「行政書士制度を片山さつきと語ろう」
無料相談会（於：大田原市勤労者総合福祉センター）
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）
編集会議
労働局委託事業セミナー
アサーティブ・コミュニケーション 第５回
ＴＩＡ無料相談会
研修会「入管業務の基礎」兼国際業務相談事例研究定例会
業務第４グループ会議
弁護士会との実務連絡会
外国人在留資格相談室（於：足利市生涯学習センター会議室）
宇都宮市国際交流協会無料相談会
（於：うつのみや表参道スクエア５階国際交流プラザ)
成年後見研修会 第１０回
行政書士専門相談（於：小山市役所）※予約制（随時受付先
着４人 予約問い合わせ：小山市生活安心課 0285-22-9282）
登録説明会
全体会議
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)
成年後見研修会「効果測定」
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）
ビデオによる「倫理研修」（補講２回目）
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）
松長健氏旭日双光章受章祝賀会（於：大津栄 新館）
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時
間
13:30~
10:00~
11:00~
13:30~
10:30~
13:30~16:00
13:30~
13:00~16:00
13:30~15:00
10:00~15:00
10:00~15:00
13:30~
13:30~
13:00~17:00
10:00~
13:30~15:30
15:30~
17:00~
13:00~16:00
15:00~17:00

主
催
総務部
総務部
総務部
総務部
成年後見特別委員会
成年後見特別委員会
総務部
業務第３グループ
足利支部
片山さつきと語
ろう会発起人
那須支部
宇都宮支部
広報部
ＡＤＲ特別委員会
業務第４グループ
業務第４グループ
業務第４グループ
業務第４グループ
足利支部
宇都宮支部

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

成年後見特別委員会
小山支部

10:00~
15:00~
13:00~16:00

総務部
業務部
宇都宮支部

13:30~14:30
10:00~12:00

成年後見特別委員会
小山支部

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

総務部
小山支部

17:00~

足利支部発起人会

ＶＴ

正副会長の動き

日 時
1/ 4(金) 11:00～
1/ 7(月)
9:30～12:30
13:30～17:00
1/ 8(火) 10:30～12:00
14:00～
1/ 9(水)

1/10(木)
1/11(金)
1/12(土)
1/16(水)
1/17(木)
1/18(金)
1/21(月)
1/22(火)
1/23(水)
1/24(木)

15:00～16:00
15:00～17:00
12:00～
13:30～17:30
11:00～14:00
14:00～
13:30～16:00
14:00～
13:30～ :
12:00～
12:00～
11:00～
15:00～17:00
13:30～16:00
17:00～
11:00～12:30
14:00～16:30
17:00～

行 事
宇都宮市賀詞交歓会
新年あいさつ回り
総務部会
成年後見特別委員会
賀詞交歓会(長野県行政書士会)
社労部会
社労部会
業務部第４グループ会議
業務部第 1 グループ会議
賀詞交歓会(東京都行政書士会)
編集会議
賀詞交歓会(栃木県行政書士会)
賀詞交歓会(千葉県行政書士会)
記帳・会計ソフト研修会
賀詞交歓会(群馬県行政書士会)
サーバーＷＧ
日行連理事会
賀詞交歓会(日行連)
社労部会
さとう勉君を励ます会
賀詞交歓会(神奈川県行政書士会)
県との研修会
賀詞交歓会(栃木県軽自動車協会)
委託事業相談員との連絡会
労働局との連絡会
中古車販売店協会賀詞交歓会

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

内 容・場 所
ホテル東日本宇都宮
官公署、友誼団体
賀詞交歓会について
積み残し事業について
ホテル国際 21
日行連
日行連
積み残し事業について
積み残し事業について
京王プラザホテル
市民公開講座について
ホテル東日本宇都宮
三井ガーデンホテル千葉
会計ソフトの使用方法等
前橋商工会議所会館
次期サーバーの検討
日行連
ANA ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ東京
日行連
ホテルニューオータニ
横浜ベイシェラトンホテル
栃木県教育会館
宇都宮グランドホテル
現状報告と今後の対応
栃木労働局
ホテル東日本宇都宮

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№
1310
事務連絡

受信日付
H25.1. 7
H25.1. 7
H25.1.15
H25.1.15

文書の表題
日本行政書士会連合会事務局の体制について
月刊日本行政 3 月号(№484)原稿予約の提出締切について
知的資産経営 WEEK2012 シンポジウムのご案内について
平成 24 年度 1 月分会費納入について(お願い)
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備考

1323

H25.1.15

1326
1336
1340
1344
1359
1360
1370
1380
1386
1401

H25.1.15
H25.1.15
H25.1.15
H25.1.15
H25.1.15
H25.1.15
H25.1.18
H25.1.18
H25.1.22
H25.1.28

1416

H25.1.28

1423

H25.1.28

1402

H25.1.28
H25.1.28

理事会議事録の送付について
(11/14、15 開催）
平成 24 年度全国研修＜2 月期＞の開催について
日行連が行う行政書士記念日に係る実施事業について
平成 24 年度全国事務局長連絡会開催結果について
平成 24 年度単位会申請取次管理委員会等への助成について
平成 24 年度全国研修＜11 月期＞のＤＶＤの送付について
平成 24 年度特別研修＜行政不服審査法＞のＤＶＤの送付について
平成 24 年度全国研修＜12 月期＞のＤＶＤの送付について
全国法規・監察担当者会議結果報告書の送付について
震災義援金の第五次支給に関するお知らせ
事業承継シンポジウムの周知依頼について(お願い）
戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書の購入冊数報告について（依
頼）
平成 24 年度知的資産実務研修の開催及び単位会推薦代表者の派遣に
ついて
平成 24 年度全国研修＜2 月期＞の実施に関する連絡事項
平成 24 年度資格審査会の開催について

【那須塩原市】那須塩原農業振興地域整備計画の見直しに伴う
農振変更（除外・編入・用途区分）申出受付の休止について
本市では今後の農業を総合的かつ効率的に振興するための計画として策定した「那須塩原農業振興地域整
備計画」の見直しを行います。
つきましては、見直し作業を確実に行うため、農振変更（除外・編入・用途区分）の申出受付を下記のと
おり休止いたします。
事業計画者等からの相談等がございましたら、本趣旨をご理解いただきましてご指導くださるようお願い
申し上げます。
記
１. 見直し計画の概要
○見直し期間
平成２５年度
○主な内容
・農業の現状把握
・今後の農業振興策の検討
・農用地区域の見直し
２. 農振変更申出の受付
平成２５年６月末まで
３. 農振変更申出の受付休止期間
平成２５年７月から平成２６年３月まで
４. 問い合わせ先
○那須塩原市農務畜産課農業振興係
ＴＥＬ：０２８７－６２－７１４７
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【宇都宮市】登録型本人通知制度の実施について
標記の件につきまして、本市では、住民票の写し等の不正取得の抑止などを目的として、平成２５年１月
４日から登録型本人通知制度を実施することといたしました。
つきましては、本制度の趣旨をご理解いただき、ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
なお、本制度の概要等につきましては下記のとおりです。

登録型本人通知制度について
宇都宮市
１ 制度の概要
本制度は、住民票の写し等の不正取得の抑止や早期発見を図るため、住民票の写しや戸籍謄
本等を第三者に交付した場合、事前に登録をした人に対して、交付した事実を通知するもの。
２ 開始時期
平成２５年１月４日（金）
１２４
３ 登録対象者
・本市の住民基本台帳に記録されている（いた）人
・本市の戸籍に記載されている（いた）人
４ 登録有効期間
３年（期間満了日の１ヶ月前から更新申請ができる）
５ 対象証明書
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・戸籍の附票の写し
・戸籍謄抄本
・戸籍記載事項証明書
※除票、除籍、改製原を含む
６ 通知の内容
・交付年月日
・証明書の種類および通数
・第三者の種別（代理人、代理人以外）
７ 通知の対象外となる請求
・弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士が行なう職務上請
求のうち紛争処理等の手続きを目的とした請求
・国または地方公共団体の機関からの請求

－15－

建設業における保険未加入問題に関する Q&A（2012/10/31）
～業務部第２グループより～

（

途

）

関東地方社会保険未加入対策推進協議会栃木県ワーキンググループ会議にて標記の資料提供がありました。
当会ＨＰ会員専用「トピックス」に掲載しておりますので、ご参照ください。

農地転用等許可権限の移譲に伴う受付日（締切日）の変更について
～鹿沼市農業委員会より～

（

途

）

当委員会では、本年４月１日より農地法に係る農地転用等の許可権限が栃木県知事より移譲されることと
なりました。そのことに伴い、申請受付日（締切日）を下記のとおり変更いたします。
記
１ 申請受付日（締切日）
○変更前：毎月 ５日（休日等の場合は、翌平日）
○変更後：毎月１０日（休日等の場合は、前平日）
２ 対象許可等申請：農地法第３条許可申請（農地の権利移動）
農地法第４条、５条許可申請（農地の転用）
農用地利用集積計画の承認（受付は６月、１１月、３月のみ）
買受適格証明願い（３条取得・５条取得）
相続税・贈与税の納税猶予に関する適格者証明 等
なお、市街化区域内での農地転用届出については、従来通り随時受け付けます。

「栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例」の一部改正に
伴う農地法等に係る許可権限等の移譲について（通知）～栃木県農政部より～
本県では既に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、栃木市、佐野市、日光市、小
山市、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、標記条例の一部改正
に伴い鹿沼市及び那須烏山市に対して、新たに下記の事務について移譲することとなりましたのでお知らせ
いたします。
なお、農地法等関係の許可等につきましては、平成２５年４月１日以降、別添「農地法・農振法関係事務
の区分に係るお知らせ（栃木県）
」のとおりとなります。
記
１ 移譲事務の内容
別紙「権限移譲事務一覧」のとおり
２ 移譲期日
平成２５年４月１日
※ 「権限移譲事務一覧」と「農地法・農振法関係事務の区分に係るお知らせ（栃木県）
」につきましては、
当会ＨＰ会員専用「トピックス」に掲載しております。

－16－

２月６日（水）自民党の行政書士制度推進
議員連盟（野田毅会長）は、行政不服申立手
続の代理業務を行政書士が行うことができ
るようにするための行政書士法改正に取り
組むことを決定した。
行政書士業務の拡大を目指す日行連は、こ
の代理業務獲得のため関係機関等へ継続的
に働きかけを行ってきたこれまでの経緯が
あり、
「悲願」実現に向け大きく動き出した
ことになる。

この改正は、
「行政書士の業務として、行
政書士が作成できる官公署に提出する書類
にかかる許認可などに関する審査請求、異議
申し立て、再審査請求など行政庁に対する不
服申し立ての手続について代理することを
追加する」ことをその内容としている。
実現すれば、許認可手続の専門家である行
政書士が、行政不服申立についても関われる
ようになり、国民へのより手厚いサポートが
可能となる。国民の利便向上に資する改正と
いえよう。
（広報部）

サーバーワーキンググループより Web グループウェアご利用中の会員へお知らせ

サーバー移行に伴うメールデータ等の消失について
当会サーバーは今年５月頃に新サーバーへの移行を予定しておりますが、移行先のサーバーの
関係上、現サーバー上にある各会員のメールデータ、アドレス等の個人データはすべて移行でき
ないことが判明しました。何もしないままでおくと、これらのデータは消失してしまいます。
メールにつきましては他のアドレスに転送しておく等、対策をお願いします。アドレス帳につ
きましては画面右のサブメニュー「ＣＳＶファイルへエクスポート」で出力することが可能です。
左のメニューが画面上に存在しない場合は
「サブウィンドゥ」をクリック

詳細な移行スケジュールにつきましては、決定次第お知らせしてまいります。

松長健氏 旭日双光章受章祝賀会開催のお知らせ
平成２４年秋の叙勲にて、松長健氏が行政書士としての貢献が認められ、旭日双光章の栄に浴されました。
足利支部発起人会主催で祝賀会を開催いたしますので、ご都合のつく方は是非ご参加ください。
◎日時：平成２５年３月３０日（土）１７：００～ ◎場所：大津栄 新館（足利市大町８－９）
◎会費：８０００円（当日）◎申し込み方法：参加者氏名をご記入の上、足利支部発起人会宛に
ＦＡＸでお申し込み下さい。
（ＦＡＸ：０２８－６３５－１４１０）申し込み〆切：３／８(金)
発起人会代表：足利支部長 金井善久
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土地利用関係業務取扱行政書士名簿登載の募集
以前から行政書士とちぎ等でお知らせしていました業務推進を図るための土地利用関係業務取扱行
政書士名簿を作成いたします。この名簿の区分条件に合致し、かつ登載を希望する会員は、下記区分を
よく読んだうえ下の記載欄に誤りのないよう記載し、ＦＡＸで応募してください。
○複数の区分の応募も可能です。
第一種 設計資格者（都市計画法第３１条の規定する設計資格者）
※設計資格者は、都市計画法施行規則第１９条第一号による区分を記入してください。
宅地開発に関する技術に関する実務経験年数 ② 年
都市計画法施行規則第１９条第一号

①

左欄がトの会員のみ
土木、建築、都市計画又は造園に関する実務経験年数

③ 年

第二種 実務経験者（都市計画法等、農地法等別実務経験年数等を表示）
※実務経験者は、最初に携わった年から現在までのうち、直接申請等の業務に係る延年数を
記入してください。
・都市計画法による開発行為申請・土地開発指導要綱による申請
④年から現在まで⑤年間
・森林法による林地開発
・農地法第３条申請、第４条申請、第５条申請、非農地証明等
⑥年から現在まで⑦年間
・農業振興地域の整備に関する法律による農用地区域の変更申出等
第三種 研修会修了者（次の業務部第２グループ主催研修会を３回全て修了した者。途中退席不可。）
平成24年10月24日(水) 土地利用研修会 市街化調整区域の開発行為
平成24年12月14日(金) 土砂の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止条例研修会
平成25年01月25日(金) 土地利用研修会 土地分譲の開発行為
私は、業務部第２グループ主催研修会３回全てを修了いたしました。 ⑧欄に○を記入
募集の注意書き
希望により名簿に登載された会員は、公表されますので以下の点に充分ご注意ください。
・自己責任による受託をすること
・無理な受託はしないこと
・手に負えないときは依頼者に承諾を得て共同受任に切り替えるなど、トラブル防止に努めること
（申込み締切り日＝2/28(木)・FAX 送信先＝028-635-1410）

栃木県行政書士会
会長 須永 威 殿

平成
年
月
日
私は、下記により土地利用関係業務取扱行政書士名簿への登載を希望いたします。
記載欄
①

②

③
年

他の保有資格

④
年

昭和
平成

⑤
年

延

⑥
年

昭和
平成

⑦
年

延

土地家屋調査士・測量士・建築士・司法書士・その他(

⑧
年
)

※④と⑥欄は昭和又は平成の該当するものを、他の資格欄は保有する資格を○で囲んでください。

支部名：

会員名：
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アサーティブ・コミュニケーション

第５回

ADR 特別委員会主催

○開催日時 平成２５年３月１２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

入管業務の基礎
○開催日時
○開催場所
○研修内容
○講
師
○受 講 料
○対
象
○特記事項

業務部 第４グループ主催

平成２５年３月１３日（水）１３：３０～１５：３０
栃木県行政書士会館２階
入管手続きの基礎と注意点
行政書士 風間 洋
５００円
申請取次行政書士及び申請取次届出済証取得予定者
毎月第２水曜午後に行っている、国際業務相談事例研修会と同時開催になります。

～成年後見特別委員会より～

３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３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（効果測定の際も持参してください）
。
○３月の日程、内容、時間
実施回

研修日

第９回
第 10 回
テスト

３月 ５日（火）
３月１９日（火）
３月２６日（火）

科目（内容）

法定後見事例研究
任意後見事例研究
効果測定

※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。
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研修時間

13:30～16:00
13:30～16:00
13:30～14:30

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

受講料

申込
〆切

申込

ﾃｷｽﾄ
申込

昼食
\500
程度

３／１２

アサーティブ・コミュニケーション
第５回

500 円

3/8

－

－

３／１３

入管業務の基礎

500 円

3/8

－

－

支部名
氏 名
ＦＡＸ

２０１３年も１ヶ月が過ぎました。１月に誕
生日を迎えた私ですが、年々時間が過ぎるのが
早くなっていくように感じます。人が感じる一
年の長さは、年齢を時速に置き換えると分かり
やすいんだそうです。
１０歳なら時速１０ｋｍ、
３０歳なら時速３０ｋｍ、６０歳なら時速６０
ｋｍというふうに。どうりで毎年誕生日が早く
来るわけだ、と妙に納得してしまいました。
せめて少しでも時間を有効に使いたいと思う
のですが、皆さんはスケジュール管理はどうさ
れていますか？
昨年のある雑誌の統計によると、手帳やカレ
ンダーなどをメインとして使うアナログ派の人
は約６９％、ＰＣやスマホなどをメインとした
デジタル派は約３０％だそうです。
案外デジタル派は少ないのね・・というのが
感想です。もちろん年代にもよりますし、併用
されている方もいらっしゃるとは思いますが、
操作性や一覧性など使い勝手の面から、一度は
スマホにしてみたもののまた手帳に戻るという
方が少なくないようです。
私はといえば、専ら手帳に書き込む派です。

仕事の予定とプライベートの予定、家族の予定
や体調などを書き込んでいます。気が向いた時
には、一言日記を綴ってみたり、購入したもの
や美味しかったもの、心に残った言葉を書きと
めてみたりと様々です。また、観てみたいＤＶ
Ｄや読んでみたい本もメモしているのですが、
なかなか実行できず、かといってまた書き写す
のも面倒なので、昨年の手帳から切り取って今
年の手帳に貼り付けました。そのうちタイトル
と内容が一致しなくなってしまいそうですが。
毎年手帳が店頭に並ぶ頃には
“手帳活用術！”
なる本がその横にずらりと並び、雑誌も各誌特
集を組んでいますね。その中から私が試してみ
ようと思ったものをご紹介します。１．終わっ
たページは端っこを三角に切り落とす・・・現
在のページをすぐに開けそうです。２．一番最
後のページに付箋を貼っておく・・・簡単なメ
モや仮の予定を書くのに良さそうです。３．日
記を英語でつける・・・継続は力なり。今年の
年末には少しは英語が上達していればいいなあ
と思います。
（支局長 川田有美）
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※２月相談開設日

私たち

専門家
が

お答えします。

◆栃木県最低賃金総合相談支援センター
宇都宮市西一の沢町１－２２

栃木県行政書士会内

０２８（６１１）１００８

◆栃木地域最低賃金相談支援コーナー
小山市神鳥谷３丁目９番２４号

作道労務管理事務所内

０２８５（２３）６１７２

◆那須地域最低賃金相談支援コーナー
矢板市乙畑１６３０－２２ 宮沢社会保険労務管理事務所内 ０２８７（４８）００５７

開設時間

9 時～17 時

Ⓒ高井研一郎

平日いつでも。午前９時～午後５時まで。３月相談開設日はお問い合わせください。

○就業規則を変更したい。
○時給を上げたいが、損益分岐点は？
○給与体系を見直したい。
○雇用助成金を受けたい。
○定年延長の手続について知りたい。
○高齢者の雇用について知りたい。
○生産性向上等の経営改善を専門家に相談したい。
○その他、労務経営全般に関すること。

土日祝祭日は除きます。

中小企業診断士、社会保険労務士等、専門家が相談をお受けします。
ご希望があれば、専門家を事業所に派遣します。

栃木県行政書士会員の動き
（平成 25 年 1 月 31 日現在）

【入 会】
支部・氏名

入会年月日
登録年月日

郵便番号

H25.1.15

3220047

鹿沼市酒野谷 1194-9

090-4240-7175

H25.1.15

3211272

日光市今市本町 19

0288-22-2363

H25.1.15

3200833

宇都宮市不動前 3-1-20

090-2178-7949

H25.1.15

3210131

宇都宮市宮の内 3-185

028-653-0838

鹿 沼
森田 徹也
日 光
大垣 博昭
宇都宮
坂本佳與子
宇都宮
内田 忠義
【退 会】
支 部

事

務

所

電

話

備 考

氏 名

退会年月日

備 考

支 部

氏 名

退会年月日

備 考

足 利

内田陽一郎

H25.1.7

廃 業

足 利

大橋 鐡雄

H25.1.31

廃 業

那 須

篠原 賢治

H25.1.31

廃 業

平成２４年度行政書士試験結果
試験地

申込者数

受験者数

合格者数

合格率(％)

茨城県

1,168

933

68

7.29

栃木県

911

720

59

8.19

群馬県

1,176

966

56

5.80

埼玉県

4,101

3,253

296

9.10

千葉県

3,328

2,616

247

9.44

東京都

17,006

13,159

1,569

11.92

神奈川県

4,523

3,578

341

9.53

全国合計

75,817

59,948

5,508

9.19

編
集
後
記

風邪やインフルエンザが流行っていますが、
皆様対策は大丈夫でしょうか。かからないため
の予防はもちろんのこと、かかってしまっても
ある程度早い段階で診察を受け、十分な体力が
あれば早い回復が見込めるようです。
最悪なのは、かなり体力が落ちた状態で、締
め切り間際にかかるなんていう場合ですね。考
えただけでゾッとします。
・・・ホント大変でした。広報部及び事務局
の皆さんご迷惑をかけました。
（広報部部長 田代 昌宏）

職務上請求書の差し替えは
お済みですか？
◇新様式への無償差し替えは平成
２５年３月２９日（金）までです。
お忘れのないようご注意ください。
◇差し替えの際、旧様式については
後日返送となります。当日返却が可
能なのは倫理研修時の差し替えの
みとなります。詳しくはＰ４をご参
照ください。
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