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今今 月月 のの 表表 紙紙 ：： ヒヒ ママ ワワ リリ のの 丘丘   

 
 
 
 

栃木県の最南端に位置する野木町は、県の玄関口として急速な発展を続けています。町南部には、

野木工業団地、東部には野木東工業団地があり、工業発展も活発です。一方で、豊かな自然も残り、

温暖な気候、豊かな水源、肥沃な大地と恵まれた気候風土を揃えています。農業では、米・麦・果

樹・施設園芸が盛んで、特にトマトはお勧めです。 

県内で一番小さな町ですが、「小さくてもキラリと光るまち 野木町」をキャッチフレーズに持

続可能な町づくりを推進していきます。また、平成２５年１月１日に町制施行５０周年を迎えまし

た。これを記念して式典等様々な記念事業を予定しておりますので、どうぞお出掛け下さい。 

 

 

【野木町マスコットキャラクター「のぎのん」誕生】 

町制施行５０周年を記念して、誕生しました。ひまわりのイメージと煉瓦窯の帽子をかぶった元

気で明るい女の子です。お兄ちゃんの「サンちゃん」と兄妹ふたりで野木町をアピールしていきま

す。 

～のぎのんプロフィール～ 

名前…のぎのん（女の子）  

愛称…のんちゃん 

生年月日…２０１２年１２月２５日 

身長…１５０ｃｍ 

体重…ひみつ 

性格…元気で明るい 

得意技…くるくるまわること 

好きな食べ物…煉瓦窯で焼いたピザ、メロンパン！ 

 

 

【野木町町制施行５０周年記念 ひまわりフェスティバル ８月２日～４日】 

「花とレンガのまち」として知られる同町。毎年恒例

の「ひまわりフェスティバル」は夏の風物詩として欠か

せない存在です。野木町町制施行５０周年記念の今年は、

８月２日～４日に開催予定。野木地内のメイン会場では、

４．５ｈａの敷地にひまわりが咲き誇り、夏らしさを満

喫できます。期間中は「ひまわり大迷路」「ふれあい模

擬店」など催しが盛りだくさんで楽しめます。 

  わがまち自 慢      ―野 木 町 ―   
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４月１２日（金）行政書士会館にて、平成２５

年度第１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 倫理研修規則の制定について 

議案第２号 職務上請求書取扱規則の制定につ

いて 

 

議案第３号 講師派遣に関する規則の改正につ

いて 

 会則施行規則との整合性の修正。講師派遣の事

前申請の明文化などの改正。 

 

議案第４号 専門業務特別指導員運営規程の廃

止について 

 専門業務特別指導員が担ってきた役割と同等の

役割を、現在、業務部各グループができているこ

とから廃止。 

 

議案第５号 栃木県行政書士会会則施行規則の

改正について 

 広報部と業務部の事務の一部を削除。業務部の

事務の追加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第６号 総会に付議すべき事項について 

総会議案第１号 平成２４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２５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 日本行政書士会連合会定時

総会に関する事項について 

総会議案第５号 役員の選任について 

 

 上記議案はすべて可決承認された。 

 

 

（報告事項） 

（１）平成２５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 

 

（広報部 倉持友弘）  

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木県行政書士会 

平平成成２２５５年年度度第第１１回回理理事事会会開開催催   

※ 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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会員の皆様、この度の職務上請求書の様式改訂

に伴う無償差し替え作業にご協力いただき誠にあ

りがとうございました。 

総務部では今回の職務上請求書の様式改訂に合

わせて、「倫理研修の実施」「リスクマネジメン

トハンドブックの作成、配布」「これまで事務局

員が行っていた職務上請求書使用済み控え綴りの

記載内容等点検作業の実施」を致しました。また、

４月の理事会において標題規則の制定が承認可決

され、施行に至りました。 

 何故このようにしなければならなかったのか、

実情を記述させていただきます。 

端緒は当会宛てにある人権団体の栃木県支部か

ら申し入れがあったことです。その団体は他単位

会所属行政書士の相次ぐ栃木県下自治体への職務

上請求書不正使用を実態調査し、その調査結果を

踏まえ、行政書士の不適正な職務上請求書使用が

散見されるので栃木会でも会員への倫理指導を徹

底して頂きたいと要望されました。そして今後も

同様なトラブルが生じれば行政書士の職務上請求

書の取扱いを停止するよう、その人権団体の上部

組織から法務省に申し入れをしたとの報告も受け

ました。 

相次ぐ職務上請求書の不正使用に関しては、日

行連が法務省宛てに、各単位会において職務上請

求書の不適正使用には徹底した指導をすること、

及び倫理研修並びに職務上請求書の使用方法の研

修をしますとの誓約をする事態になっておりまし 

 

 

 

 

 

４月１２日（金）行政書士会館にて、平成２５

年度第１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、

郷間康久宇都宮市議会議員、石渡丈夫元小山市議

会議員、山ノ井一男元西方町議会議員による来賓

あいさつの後、浅野吉知日政連幹事により日本行

政書士政治連盟の近況が報告され、続いて議案第

１号「大会に付議すべき事項」が上程され、可決

承認された。その後議員連盟との意見交換をし、 

 

た。しかしながら、当会では、日行連の職務上請

求書取扱規程により各単位会で定めるべき規則を

定めていませんでした。また、職務上請求書使用

済み控え綴りの点検作業を、行政書士業務の実態

を理解しているわけではない事務局職員に任せき

りであった事を省みて、総務部で点検作業をする

こととなったのです。 

自らの誤った職務上請求書使用により全国の会

員が使えないようになる危険性も孕んでいるとの

危機意識のもと、定期的に研修の機会を設けるこ

とや職務上請求書使用済み控え綴りの点検作業を

細かく行うことは当会でもとても重要なことと考

えます。また、これまで関係区市町村担当窓口か

ら当会宛てに会員照会・記載内容訂正指導の連絡

を受けたことがありましたが、今後は登録型本人

通知制度を取り入れた区市町村が増える上、その

区市町村の中には請求書の記載内容によっては本

人に通知しないとの例外規定を設けるところもあ

り、当会宛ての照会等が増加することが推測でき

ますので、適正な使用・記入はより必要になって

きます。 

このような諸々の事情に鑑みて、全国の単位会

の中では４１番目という遅い制定になりましたが、

当会に於いても倫理研修規則、職務上請求書取扱

規則を施行した次第です。会員の皆様には、ご理

解、ご協力くださいますようお願い致します。 

 

（総務部長 毛塚勝行） 

 

 

 

 

 

閉会した。       （広報部 倉持友弘） 

 

 

 

 

 

 

 

 

政連だより 

倫倫理理研研修修規規則則・・職職務務上上請請求求書書取取扱扱規規則則のの制制定定ににつついいてて  

平平成成２２５５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   
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今月は、税理士歴２０年、行政書士登録から１

年の岡部記和会員（足利支部）の事務所におじゃ

ましました。 

氏 名：岡部 記和（おかべ のりかず） 
事務所：岡部行政書士事務所 
    足利市元学町８３１－９ 
入会日：平成２４年４月２日 
 
― 行政書士登録のきっかけについて、お聞か

せ下さい。 

「公益法人を一般財団法人に移行する仕事を頼ま

れまして、登録する必要が生じました」 
 
 
― これから力を入れていきたい行政書士業

務はありますか？ 

「相続関係です」 
 
 
― 業務を行う上で心がけていることはあり

ますか？ 

「お客様にわかりやすく説明すること。とにかく

全力でやること」 
 
 
― お仕事をなされてきた中で一番大変だっ

たことは何ですか？ 

「嫌なことはすぐ忘れてしまうんだけれど・・・。

大変だったのは、公益法人の移行手続き。関連の

本を読んだ時間を含めて、１年がかりでした。特

に県庁とのやりとりが大変でした」 
 
 

 
 

― ご趣味はありますか？ 

「学生の頃はテニスをやっていましたが、今は仕

事に追われてなかなか。運動はたまに歩いたり、

自転車に乗るくらい」 
 
 
― 休日の過ごされ方は？ 

「子供が小さいので、子育て奮闘中です」 
 
 
― お子様に何か作ってあげられることもあ

りますか？ 

「料理は全然。食べさせるくらいはしますが」 
 
 
― お子様とお出掛けになったところで印象

に残っている場所は？ 

「大洗。アクアワールドや海浜公園など。でも福

島の原発事故があり、なかなか行けなくなってし

まって・・・。残念です」 
 
 
― 好きな言葉はありますか？ 

「地域社会との『共生』。事務所の経営理念です」 
 
 
― 今後の抱負をお願いします。 

「地元で経営理念のとおり、信頼される事務所と

して仕事をやっていきたいです」 
 
 
 
 
 お忙しい中、取材を受けていただきまして、本

当にありがとうございました。 
 仕事に子育てに全力投球の岡部会員。温かいお

人柄も相まって、まさに理想のお父さんです。 
 今後の更なるご活躍をお祈りいたしております。 
 

（足利支局長 岩本正代） 
 
 
 
 
 

おじゃましま～す！ 会員事務所訪問コーナー 
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毎年４月に、塩原温泉街（那須塩原市）で開催

されている湯けむりマラソンが本年も４月２７日

に開催されました。 
第３６回の参加者は約１８５０名、招待選手は、

９２年バルセロナ・オリンピック４位の中山竹通

さんでした。ちなみに、第３４回及び３５回の招

待選手は０３年世界選手権パリ大会女子マラソン

銅メダリストの千葉真子さんでした。 

 マラソンのコースは、５㎞、１０㎞、３㎞（中

学生）、２㎞（小学生と親のペア）があり、５㎞

及び１０㎞のコースについては、年齢によりクラ

ス分けがあります。若葉の季節を迎える塩原温泉

街を走り抜けるコースとあって、気持ちも良さそ

う…と思いきや、ラスト１５０ｍは、きつい上り

坂となっており、ゴール目前では、ランナーが、

最後の力を振り絞って走りこんできます。 
参加者には、塩原ならではの特典として、レー

ス後の温泉無料入浴サービスがあり、好評を博し

ています。本年は、雨が降ったり晴れたりと変わ

りやすい天気で風も強く、寒かったため、温泉に

入って冷えた体も温められたのではないでしょう

か。 
また、塩原は旅館やホテルも多く、参加者や応

援する家族のための宿泊プランもあるため、前日

に宿泊して英気を養うことも、レース後に宿泊し

て疲れを癒すこともできます。 
マラソンは、最近流行っているようで、趣味で

走っている方も多いようですね。私にとってのマ

ラソンは、タイムを競うということで、自分との

闘いという厳しいイメージがありますが、その中

でこその楽しみもあるのでしょう。参加選手の中

には、コスプレをした方がいらしたり、同じユニ

フォームでグループ参加したりと、マラソン大会

の楽しみ方は様々なようです。走るだけでなく、 

 
応援する楽しみもあり、走りながらも応援に答え

て下さる選手の方もいらっしゃいますし、２㎞の

コースでは、小学生と親のペアということで、小

学生に親が引っ張られて走る様子も珍しくなく、

沿道からの声援も一際大きくなります。また、沿

道で応援していますと、どのコースでも先頭集団

の速さに驚かされます。また、先頭集団に限らず、

参加ランナーの年齢は幅広く、ご高齢の方が颯爽

と走る姿や、各選手が一生懸命走る姿は、尊敬の

一言に尽きますし、応援にも力が入ります。 
 また、塩原には観光や食の楽しみも多く、自然

を満喫することができる観光スポットはもちろん、

塩原温泉の新名物といわれる「とて焼き」は、製

菓店、そば店、すし店、果物屋などの１２店で展 
開していますし、スープ入り焼きそば、温泉まん

じゅう等、塩原ならではの美味しいものが盛沢山

です。 

湯けむりマラソンは、また来年ですが、季節ご

との塩原を訪れてみてはいかがでしょうか。 
（支局長 冨田倫子） 

 
 
 
塩原の観光・イベントについての問い合わせ 

 

塩塩原原温温泉泉観観光光協協会会  

〒３２９－２９２１ 

  那須塩原市塩原７４７ 

電話０２８７－３２－４０００ 

 

支局かわら版 
湯けむりマラソン全国大会開催 

那須支部 
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【宇都宮】 

宇宇都都宮宮支支部部理理事事会会開開催催  

４月８日（月）行政書士会館２階にて平成２５

年度第１回理事会が開催された。理事及び監事１

４名が参加した。議題は５月１１日(土)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２４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２４年度は緊縮財政の中、研修会の内容や

講師など、会員が興味を持ち、参加してもらえる

よう、わかりやすく実務に沿った内容を検討して

いき、各研修会とも盛況だった。無料相談会にお

いても、回数を減らさずに実施してきた。各相談

会ともたくさんの相談が寄せられ、有意義なもの

であった。 

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。 

昨年は知事選、市長選と重なり宇都宮支部とし

ても、各講演会等への参加協力をしてきた。 

今年度は理事の任期に伴い、理事の選任が行わ

れる予定だ。生まれ変わる宇都宮支部の理事会が

大いに発展し、宇都宮支部を盛り上げてくれるこ

とを楽しみにしたい。 

（支局長 竹島尚子） 

 
【那 須】 

那那須須支支部部役役員員会会開開催催  

 ４月１９日（金）午後４時３０分から那須塩原

市「楼蘭」において、平成２５年度第１回の那須

支部役員会が開催されました。 
 昨年度の事

業実績及び収

支の報告と、

本年度の事業

計画案及び収

支予算案の発

表がありまし

た。 
那須支部の

事業として継

続しておりま

す無料相談会

は、基本的に

は昨年と同様の回数を予定しております。ただ、

状況等によっては、柔軟な対応をとることが前提

となっております。 
支部の親睦事業としては、以前は日帰り旅行を

実施しておりましたが、一昨年・昨年はボウリン

グ大会を行っております。また、一昨年・昨年は、

県会で実施される親睦旅行へ、支部からも補助が

出ておりましたが、他支部の会員と交流をもつこ

とができる数少ない機会の一つですので、今年度

も参加しやすいような配慮を、支部としても行う

必要があるのではないかという意見が出されまし

た。会員が集まる機会に、会員同士が多くの意見

を交わすことで、会員個人や支部の活動も広がっ

ていくのではないでしょうか。 
本年の那須支部定期総会は、５月１１日（土）

に予定されており、本年度は役員改選の年に当た

り、新役員による第２回の役員会も予定されてお

りますので、その際も積極的な意見交換が行われ、

より良い支部活動に繋がることが期待されます。 
（支局長 冨田倫子） 

 
 

支 局 情 報 
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【芳 賀】 

行行政政書書士士会会  退退会会  

 今年４月を持って、芳賀支部の偉大な先輩が行

政書士会を退会されることになりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 福田俊夫会員です。 
 私の小学生時代の同級生のお父さんだったこと

もあり、大変お世話になりました。 
先輩が行政書士として世の中の役に立ってき

たからこそ、私たちも、行政書士として、世の中

に必要とされながら仕事をすることができます。 
 『後は頼む』と、道を譲られはしたものの、そ

んなに大きな道をいきなり譲られても困ってしま

う反面、先輩が譲らなきゃよかったと後悔しない

ように、先輩の穴を埋めていきたいと思います。 
 お疲れ様でした。 

（芳賀支局長 栁 知明） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２5 年分財産評価基準書「路線価図・評価倍率表」の申し込みについて 

◆平成２5 年分の相続税・贈与税の申告に当たり、土地の評価の計算の基本となる「財産評価基準書」です。 
◆目標となる公共物が多く、知りたい場所が容易に確認できます。 
◆知りたい土地等の評価額がこの資料の中に分かりやすく収録されています。 
◆路線価図に公示価格及び基準価格の一覧表を収録しています。 
◆納本は８月を予定しています。                   （発行所 財団法人 大蔵財務協会） 

   購入ご希望の方は下記申込書にご記入のうえ、事務局までＦＡＸにて申し込み下さい。 

路線価図・評価倍率表 申込書  申込締切日 ６月１３日（木） 

 分冊区分 定価（税込） 申込冊数 

路線価図  

栃木県（宇都宮） ７,７００円    冊 

栃木県（足利・佐野） ７,４００円    冊 

栃木県（栃木） ７,３００円    冊 

栃木県（鹿沼・真岡・大田原・氏家） １０,０００円    冊 

評価倍率表 栃木県全域 ２,４００円    冊 

     資料の受取方法  [事務局窓口・宅急便（送料は会員負担）] ←いずれかに○ 

     支部名                氏 名              
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私はあまり、賞状をいただいたことがありませ

ん。子供の頃から、褒められもせず、怒られもせ

ずでした。 
 ところが４０歳の節目を迎える今年３月、意外

なところから賞状をいただきました。 
  
 実は、ちょっとし

たご近所トラブルか

ら、毎朝、自主的に

黄色い旗を持って、

小学生の通学路を歩

きで往復しています。 
 「おはようござい

ます」と声を掛けな

がら。 
  
 そのトラブルは、

小学生である娘の学

年が変わったことな

どがあって、あっと

いう間に解決してしまいました。 
 
ですが、娘を甘やかすために歩いていると思わ

れては困る事情もあって、ずっと歩き続けていま

した。 
  
毎朝、よく続きますねとか、ありがとうござい

ますとか言われます。でも、きっかけは個人的な

ことでしたので、感心されたり、表彰されたりと 
いうのは、おこがましい感じもします。 
  
しかも、一人で歩いているように見える私でも、 

実は一人ではありません。 
  
ある時、歩きながら、通学路の「のぼり旗」が

ボロボロになっていることに気が付きました。 

新しいものに換えたいと思ったのですが、どこの

旗なのかわかりません。 
  
私は、旗の新しさは、目が行き届いていること

のアピールになることから、旗は防犯目的と思い

込み、まず、「防犯協会」に行きました。 

  
 
 
 
 
しかし、旗は防犯協会のものではありませんで

した。 
 どうしたものかと思っていると、防犯協会の人

が「交通安全協会」かも知れないと、交通安全協

会に連絡を取ってくれました。 
 
その結果、翌朝には、通学路の旗が新しくなっ

ていました。 
  
今は、交換用に交通安全協会から旗を預かり、

古くなってきた時に私が交換するようにしていま

す。 
 
 私が持っている「手持ち旗」も実は、買うつも

りだったのに、あるお役所からいただいたもので

す。 
 このように決して一人とは言えない私が一人で

表彰されるのはおこがましかったかなと思うので

す。 
 
 他にも登校時や下校時に見守りをされている方

がいて、その方々は学校の「感謝の会」にお呼ば

れしているのに、その対象になれない私に学校が

気を遣って下さったのかも知れません。 
 
 それとも、３月で娘は小学校を卒業したので、

私にも卒業の機会を与えて下さったのでしょうか。 
 
 もしそうなら、ごめんなさい。 
 
 娘が中学生になった今も、私は小学校の通学路

を毎朝往復しています。 
 
 むしろ一人じゃないと思う瞬間は、子供たちか

らあいさつが返ってきたり、なぜかじゃんけんを

挑まれたりする時であって、それが結局、今も私

を毎朝歩かせるのかも知れませんね。 
 

（芳賀支局長 栁 知明） 
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ＶＴ           正副会長の動き 
  
 
 

日 時 行 事 出席者 内 容・場 所 
4/ 2(火) 13:30～15:30 会計精査 小林 平成24年度2月～3月分 

4/ 3(水) 9:30～10:30 正副会長会 全員 理事会議案について 

10:30～12:30 総務部会 全員 理事会議案について 

13:30～16:30 正副会長会 会長、青木 平成24年度事業について 

4/ 4(木) 10:30～12:30 財務経理部会 小林 会計監査について 

13:30～14:30 会計監査 会長、小林 平成24年度会計監査 

4/10(水) 13:30～16:00 編集会議 押野 行とち4月号の編集、校正 

15:30～17:00 業務部第４グループ会議 押野 無料相談会等について 

15:00～17:00 陸運事務所訪問 手塚 研修会について 

4/12(金) 10:30～12:00 正副会長会 会長、押野、手塚、

小林、田渕 

理事会議案について等 

 日 予  定 時  間 主  催 

5 水 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 
登録説明会 10:00~ 総務部 

10 月 編集会議 13:30~ 広報部 
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 

12 水 ＴＩＡ無料相談会 10:00~ 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 
14 金 弁護士会との連絡会 18:00~ 業務第４グループ

17 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 

18 火 登録説明会 10:00~ 総務部 
19 水 ＫＩＦＡ無料相談会 10:00~ 業務第４グループ

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 

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

23 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 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 

27 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（６月） 



－10－ 

13:30～16:30 平成 25年度第1回理事会・幹事会 全員 総会に付議すべき事項等 

4/20(土)  安倍晋三首相主催 桜を見る会 会長 新宿御苑 

4/24(水) 13:30～16:00 入札申込に関する打合せ 小林 住宅防音事業 

13:30～17:00 日行連理事会 会長 日行連 

4/25(木) 9:30～12:00

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 

16:00～ 芳賀支部総会 押野 割烹 みやたや 

4/26(金) 16:00～ 栃木支部総会 会長 栃木サンプラザ 

16:00～ 塩那支部総会 田渕 ウェリィスミヨシ 

18:00～ 日光支部総会 小林 きむら和風レストラン 

 
 
 
 
 
 
 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 

  H25.4. 1 本会事務局内の電話回線の見直しについて（ご連絡）   

1693 H25.4. 1 「行政書士関係法令先例総覧CD-ROM」の送付について   

1763 H25.4. 1 
「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 
  

1 H25.4. 1 日本行政書士会連合会事務局の体制について   

12 H25.4. 5 
第６３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） 
  

14 H25.4. 5 事業承継シンポジウムの当日資料の送付について   

23 H25.4. 5 行政書士実態調査へのご協力について   

24 H25.4. 5 
単位会における暴力団排除等への取組み状況についてのアンケー

ト結果報告について 
  

31 H25.4. 5 
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「一括利

用」の利用規約変更について（お願い） 
  

33 H25.4. 5 適正な価格による工事発注について（お願い）   

38 H25.4. 8 平成 25年度日本行政書士連合会定時総会代議員数算出表について   

51 H25.4.11 平成 25年度 4月分会費納入について（お願い）   

44 H25.4.11 日系人就労準備研修授業に係るご協力について（お願い）   

  H25.4.15 「自賠責請求の実務」の一部修正について   

60 H25.4.15 東日本大震災に係るアンケート調査結果報告について   

63 H25.4.18 「金融円滑化と中小企業支援策に関する説明会」の開催について   

68 H25.4.22 支部会費滞納に関する裁判資料の提供について 

99 H25.4.26 ＡＤＲ事業推進等に関するアンケートについて（協力依頼） 

106 H25.4.30 平成 25年春の叙勲受章者のお知らせ   

110 H25.4.30 平成 25年春の黄綬褒章受章者のお知らせ   

 
 

日行連だより 
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宇都宮市より、平成２５年度より下記の内容について、宇都宮市開発許可の手引き及び宇都宮市

開発行為等審査基準の一部改訂を行ったとのお知らせがありました。 
《主な改訂内容》 
 追加事項 
  宇都宮市開発許可の手引き８ページ 「開発行為に係る事前着工について」 
 
《資料》 
 宇都宮市のホームページをご覧ください。 
【宇都宮市ホームページ】 
 トップページ＞住まい＞建築・開発＞開発行為等の許可について＞都市計画法に基づく開発許可

関連 
 
 
 
 
 
栃木県のホームページに森林法に基づく林地開発許可申請の手引きの最新版が掲載されています

ので、お知らせします。 
【栃木県ホームページ】 
 ホーム＞くらし・環境＞自然・動植物＞森林保全＞森林法に基づく林地開発許可申請の手引き 
 
 
 
 
 
「月刊日本行政」５月号（Ｎｏ．４８６）の「行政書士実態調査 回答要領②（ＦＡＸ回答）」

（２１ページ）につきまして、「Ｑ９ 取扱業務一覧」中の業務名の一部を誤って掲載しておりま

した。下記のとおり訂正させていただきます。 
 

誤 正 

３１ 基地関係許可 ３１ 墓地関係許可 

 
 
 
  
 
栃木県では、平成２５年６月４日（火）まで、県内中小企業等の新技術・新製品の開発支援をす

るための「ものづくり技術強化補助金」の募集が行われております。 
 詳細は、栃木県ホームページをご覧下さい。  
【栃木県ホームページ】 
 ホーム＞産業・しごと＞商工業・企業立地＞技術・製品開発＞平成２５年度ものづくり技術強化

補助金の募集について 
 

宇都宮市開発許可の手引き等の一部改訂について（お知らせ）
                    ～業務部第２グループより～ 

森林法に基づく林地開発許可申請の手引き（平成 25 年 4 月）
～業務部第 2 グループより～ 

「月刊日本行政」5 月号（No.486）21 ページの訂正について
～日行連より～ 

栃木県 平成２５年度ものづくり技術強化補助金の募集について
～業務部第 3 グループより～ 
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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 

 

 
宇都宮 

H25.4.2 
320- 

0851 
宇都宮市鶴田町 1373-3 090-3680-2076  

松本 充央 

 宇都宮 
H25.4.2 

321- 

3226 
宇都宮市ゆいの杜 6-20-3 028-680-4606  

眞分 大輔 

 那 須 
H25.4.2 

325- 

0014 
那須塩原市野間 36-95 0287-63-8767  

ｵﾌﾞﾗｲｴﾝ奈美 

 那 須 
H25.4.2 

329- 

2753 
那須塩原市五軒町 6-8 0287-47-7546  

星野 尚 

 栃 木 
H25.4.2 

328- 

0054 
栃木市平井町 869-4 050-3401-2265  

増山 知司 

 佐 野 
H25.4.15 

327- 

0017 
佐野市大町 2739-5 0283-85-9248  

矢野 裕基 

 小 山 
H25.4.15 

329- 

0205 
小山市大字間々田 1648-3 0285-45-0297  

田村 晋也 

 芳 賀 
H25.4.15 

321- 

4521 
真岡市久下田 1366-6 0285-74-0148  

大友 克雄 

 

 
栃 木 

H25.4.15 
328- 

0074 
栃木市薗部町 3-1-5 080-1360-6505  

馬場 成之 

 那 須 
H25.4.15 

325- 

0051 

那須塩原市豊町 8-39 

会田ﾋﾞﾙ 2F 
0287-64-2910  

野崎 仁剛 

 小 山 
H25.4.15 

323- 

0819 
小山市大字横倉新田 287-21 0285-28-9248  

野村 泰紀 

 宇都宮 
H25.4.15 

320- 

0851 

宇都宮市鶴田町 507-10 

ﾏｺﾄﾋﾞﾙ 1F 
028-678-9241  

齋藤 貴史 

 

【退 会】海老原敏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 

小 山 海老原敏夫 H25.3.13 死 亡 宇都宮 北条 利泰 H25.4.30 廃 業 

宇都宮 早乙女和久 H25.4.30 廃 業 芳 賀 金子 佳弘 H25.4.30 廃 業 

栃木県行政書士会員の動き

（平成 25年 4月 30 日現在）
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【変 更】                            

支 部 氏 名 変更事項 変 更 内 容 

小 山 山根 輝雄 
事務所 

電話番号 

小山市羽川 59-6 

0285-20-3380 

足 利 服部 一人 事務所 足利市通 6-3155 

宇都宮 瀬野尾 勉 電話番号 028-638-0360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 №437 

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 

ＧＷもあっという間に終わってしまいました。

３日には矢板で結構大きなひょうが降ったそう

ですね。被害がなかったようなので、安心しまし

た。昨年は竜巻があったことを思い出しました。

初めて広報に携わらせていただきましたが、こ

ちらもあっという間の２年でした。 

ありがとうございました。 

  （広報部 竹島尚子）

 

新規申出（４月）           ０名 

更新申出（４月）           １名 

有効期限切れ（３月末）による減少   ４名 

申請取次行政書士（４月末現在）   ９０名 

 
栃木会の 

申請取次行政書士

の動向 

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 

 

 

 

   ※いただいた原稿は、広報部編集方針により、承諾なく内容を変更する場合があります。 

    （例：行政書士の呼称に「先生」が使用されていた場合、「会員」に変更します） 

不都合がある場合は、その旨お書き添えいただければ個別に対処いたします。 

また、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。 

どうぞご了承下さい。 
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