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私は業務部の第２グループと第５グループ担当ですので、各グループの説明をします。

第２グループは建設・農林・環境関係、第５グループが権利義務・事実証明関係などの業

務にあたります。 

 

第２グループの業務に関する研修会として、本年は測量に関する研修会を実施しまし

た。昨年も座学を中心として行いましたが、今年は実習を含めて実施しました。行政書士

法では業務の一つとして次のように規定しています。「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」とあります。測量も実地調査の一

つでしょうから、測量に基づく図面作成は行政書士の業務の一つということになります。

行政書士は他士業の方と協力し連携して業務を行うことも多く、分筆等表示登記を伴う図

面作成や手続は土地家屋調査士にお願いすることになりますが、それ以外で調査士法や測

量法等に抵触しない図面作成等は、実力を付けてもっと手がけてもいいように思います。

本年度はさらに、測量で得られたデータをＣＡＤの画面に展開する方法をやります。 

 

他に建設業・産業廃棄物収集運搬業特別研修や県から講師を招いて行う研修等も実施し

ています。県の研修は初心者向けに手続きの概要を説明いただいていますが､その業務の

経験者から質問等が出ると一層その手続きや業務についての認識が深まるようです。今後

は経営診断書作成にも力を入れられたらと思います。というのは、産廃業の特別研修を受

けても実際にそれを利用している人が案外少ないようだからです。当会には優秀な人がた

くさんいますので、その人達の力を借りて、全体でレベルアップが図れたらいいなと思っ

ています。 

 

 第５グループでは今年度、成年後見や相談業務に関する研修会等を実施しています。相

続等の法定業務や公証人による研修は例年どおりです。金融機関訪問は昨年に引き続き実

施しております。昨年、行政書士会は日本政策金融公庫と中小企業支援についての協力関

係を結べましたが、金融機関ではその業務において資金の問題だけでなく様々な顧客の要

望に向き合うことになりますので、民間の金融機関とも協力関係ができあがれば、いつか

業務拡大につながるものと思われます。また今年度から国の受託業務も実施しており、担

当部員や会員の努力により順調に推移しています。 

  

業務部第２グループと第５グループ 
  
  

  副副会会長長    稲稲葉葉  昌昌俊俊  
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１１月７日（木）１８時より県庁舎１５階のダ

イニング十五家（展望レストラン）にて栃木県行

政書士会と宇都宮支部の共催で「福田富一知事を

囲む会」を開催しました。 
 
岡井正樹総務部副部長の司会のもと、須永威会

長、手塚理恵宇都宮支部長の主催者挨拶に続いて、

福田知事より挨拶をいただきました。 
 

 
 

県庁舎１５階の展望レストランからの夜の宇

都宮の眺望に参加者４２名が満足していました。

この眺めは「夜の宮」というそうです（笑） 
 

 

 

 

 

 

 １１月２１日（木）・２２日（金）に、今年度は群

馬会が当番会となり、高崎市内のホテルで開催され、

当会からは正副会長磯田事務局員７名で参加した。  
 
例年は分科会方式で進められるが、今回は電子政

府コンサルタント、牟田学氏による「マイナンバー

制度」についての講演が行われた。国民にとっての

利便性、行政書士業務においての利用例が説明され

た。懇親会が終了し二次会開催中、片山さつき参議

院議員が東京からトンボ帰りで駆けつけ、彼女の行

動力には驚くばかりである。 
 
 
 

 
 
 
             

 
おいしい料理を堪能しながら、栃木県行政書士

会の名誉会長でもある知事と会員の交流を図り、

懇親を深めることができました。

 
（総務部 青木啓明） 

 
 
 
 
 
 

 
（副会長 手塚理恵） 

 

 

栃木県行政書士会 

福福田田富富一一知知事事をを囲囲むむ会会  

平平成成２２５５年年度度  関関東東地地方方協協議議会会連連絡絡会会開開催催  
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１１月８日金曜日、午後１時３０分より栃木県

行政書士会館において、業務部第１グループ主催

による一般貨物自動車運送事業研修会を栃木運輸

支局企画輸送部門の運輸企画専門官小山晋平氏を

講師に招き開催しました。 
 

 研修では一般貨物自動車運送事業及び特定貨物

自動車運送事業の許可申請の処理方針についての

公示資料やその許可申請の処理方針についての細

部取扱についての公示資料等２５０ページを超え

る資料が用意され、書類を作成して代理申請する

我々行政書士に向けた講義が行われ、審査で補正 
を求められる項目等、申請書作成上注意すべき点 
 
 
 

 

 

１１月１０日、鹿沼商工会議所アザレアホール 

にてかぬまワールドフェスティバルが開催され、

行政書士会もホール内に無料相談ブースを設けて

今年初参加させていただきました。 
 

 フラメンコなどの世界の踊りや音楽、外国人の

日本語スピーチ大会等が行われる中、のぼりとテ

ィッシュを置いて私も含めて相談員２名が参加し

ましたが、多数の見物のお客さんの横で相談とい

うのもプライバシーの問題で難しく、相談会とい

う雰囲気ではなく、今年は行政書士会のアピール

活動としての参加だったと思います。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

についてのわかりやすい説明をいただき２７名の

参加者には大変有意義な研修会となりました。 

 
（業務部第1グループ 福澤一夫） 

 

 

 

 

 

 そのため外国人関係の相談は１件もありません

でしたが、地元で不動産業者を営んでいる方が土

地関係のことで雑談に来られたり、欧米からの留

学生の方から話しかけられたりと、午前１０時の

開会から午後３時３０分の閉会まで終始なごやか

な雰囲気のまま行われました。 
 
 お昼は屋外テントで販売していたベトナムの民

族料理フォーや怪しげな外国の炭酸飲料、肉まん

などをおいしくいただき、海外気分を満喫するこ

ともできました。 
 
 また私個人としても入管業務はあまり経験がな

いため、正直わからないことだらけのところ、一

緒に参加させていただいた島田会員に空いた時間

に色々なことを教えていただいて、大変勉強にな

りました。 
 
 このワールドフェスティバルというのは、本当

に日本に住む様々な国の人が一堂に集まって楽し

むイベントのため、来年以降も継続的に参加する

ことによって、外国人の方たちへ入管業務・渉外

離婚・相続等に携わる行政書士の役割をもっとア

ピールできるのではないかと思いました。 
（小山支部 細野大樹） 

 
 

一一般般貨貨物物自自動動車車運運送送事事業業研研修修会会  

かかぬぬままワワーールルドドフフェェスステティィババルル参参加加  
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 １１月６日午後１時３０分より行政書士会館に

て業務部第２グループ主催の研修会が行われまし

た。昨年の座学に続いての研修です。本年は測量

の実習を含めた初心者向け研修として企画されま

した。講師は業務第２グループサブリーダーの福

田勝守会員にお願いしました。 
 

 研修会ではまず、測量の成果として作成された

図面類が「事実証明に関する書類（実地調査に基

づく図面類）」の一つであることが説明され、ぜ

ひ測量学を理解し、より多くの会員に測量をやっ

て欲しいと語られました。以下は研修会の大まか

な内容です。 

 
 
 
 
 

 

業務第２グループでは福田勝守会員により、１

１月６日、１２日にわたって標記の研修を実施し

た。初心者２０名を対象に６日は午前中会館にて

測量理論、１２日は八幡山公園にて午前、午後各

３組に分け、１組３名参加し、現場作業をこなし

た。 
 
コアミ計測器店の協力を得て、メーカーのペン

タックスより指導者３名を派遣いただき、トータ

ルステーション３台を駆使し、全員が機器の据え

付けから練習した。晴天の中各人５点ずつ観測し、

観測者、記簿係、ミラー係に分かれ、トランシッ

トブックに地形をスケッチし、各点の磁北からの

内角、距離、比高、点間距離、座標を記入した。

後日各自座標計算、座標面積計算を行っていただ

き確認していただくことになっている。来年の２

月に仕上げとしてキャドによる図面作製を計画し

ている。 
 
登記以外の測量、作図、設計は行政書士の業務

であり、報酬額アップのためどんどんチャレンジ

してスキルアップしていただきたい。 
 

（業務部第２グループ 秋葉憲司） 

 

 

 

 

 

多角測量の一つの閉合トラバースの説明から

入り､方位角と方向角の違い、三角関数を用いた緯

距・経距の計算、閉合差とその補正方法等が説明

されました。直角座標による面積計算では､多角形

の各頂点からＸ軸に下ろした垂線よって出来た台

形の面積の加算と減算により多角形の面積が導き

出されること。倍黄距法による座標と面積計算。

座標のプロット。最後に放射法について説明され

ました。 
 

 参加者は２０名でした。 
（副会長 稲葉昌俊） 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

測測量量研研修修会会  ～～座座学学～～  

測測量量研研修修会会  ～～実実務務～～  
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林林地地開開発発制制度度研研修修会会開開催催  
 

 業務部第２グループでは、１１月２８日、栃木

県環境森林部森林整備課森林保全担当保安林・林

地開発チーム副主幹小貫京子様を講師にお迎えし

まして、表題の研修を行いました。 

 

林地開発許可申請は、土地関係の業務の中でも

難解なもののひとつです。 

近年では、ゴルフ場の新設などが少なくなり、

それに比例して業務も少なくなっているのが現状

です。この業務も、特に他法令との関わりが多く

関係する法令の理解が求められます。依頼があれ

ば、やりがいのある業務ですので是非手がけてみ

て下さい。 

 林地開発に触れるのは本日の研修が初めてだと

いう人も多いと思いますが、本日の研修で申請方

法、提出先などの大まかな事はわかったと思いま

す。これを基礎に細部は自分で勉強して覚えるし

かありません。業務の依頼がきたときのために研

鑽をお願い致します。 

（業務部第２グループ  福田勝守） 

 

 

 

中中小小企企業業支支援援政政策策のの概概要要ににつついいてて  

（（中中小小企企業業改改善善セセミミナナーー））のの開開催催  
 
１１月１９日火曜日午後、行政書士会館２階に

おいて、栃木県最低賃金総合相談支援センター主

催・本会業務部第３グループ後援で「中小企業改

善セミナー」を２部構成にて開催しました。 

第１部では、中小企業支援施策の概要について、

栃木県庁経営支援課の課長補佐（総括）関本充博

氏を講師に迎えて、栃木県と国における各中小企

業支援施策の主な内容についての講義が行われま

した。豊富な資料に基づき中小企業に関する公的

な支援施策等の解説が行われ、特に省エネルギー

関係の補助金の活用について重点的な説明を頂き

ました。最後に、中小企業支援に係わる補助金・

助成金の申請について、その採択に向けて、より

一層の行政書士の活躍が期待されることなどを話

されて研修を締めくくられました。 
続いて、第２部として「雇用関係助成金・業務

改善助成金の

概要につい

て」の講義を

永島正志会員

が行いました。

分かりやすい

資料に従って、

雇用関係助成

金と業務改善

助成金についての丁寧な説明を頂いた後、各助成

金に関連して、社会保険の加入と許認可に関する

事例の紹介などがなされました。研修終了後の質

疑応答では、助成金と行政書士業務との関係や雇

用保険の適用に関する具体的な質問が活発に行わ

れるなど有意義な研修会となりました。 
また、当日はセミナーの終了後に第１部でご講

演を頂きました栃木県庁経営支援課の担当者の方

と中小企業支援に関する意見交換会を実施しまし

た。今後も行政書士の中小企業支援業務のさらな
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る充実やその円滑化を図ることを目的として、県

庁各課等との意見交換を実施する予定であります。 
なお、今回の研修会の資料は本会ホームページ

の会員専用サイトに掲載しておりますので、ぜひ

ご活用ください。 
（業務部第３グループ 青木裕一） 

 
 

入入管管所所長長にによよるる申申請請取取次次行行政政書書士士研研修修会会  

  

 １１月２０日、東京入国管理局宇都宮出張所よ

り所長の吉田智美氏を栃木県行政書士会館にお招

きして、当会会員のうち、法務省東京入国管理局

届出済入国審査関係申請取次行政書士である会員

を集め、研修を行いました。 

法務省東京入国管理局届出済入国審査関係申

請取次行政書士というのは・・・名前が長いので、

よく入管取次行政書士と略して表現されます。 
  
 行政書士のうち、希望する者が特別な研修を受

け、その後の考査に合格した者だけがなれるのが

入管取次行政書士です。 
 
 入国管理局への手続きを申請人に代わって提出

することができます。 
 
 さて、昨年７月９日に、新しい在留管理制度が

スタートし、在留管理の大きな変化の中で、日本

に在留する外国人はじめ、入国管理局、私たち入

管取次行政書士は、手探りで様々な対応を迫られ

ました。 
 それから１年と少しが経っての研修です。 
 
 在留管理制度のことはもとより、在留申請の

様々な問題や疑問について、貴重な意見交換がさ

れました。 
 
 最後に、会員からの質問にも丁寧にお答えいた

だき、所長さんには厚く御礼申し上げます。 

 研修の後は、会員同士による、事例研究が行わ

れました。 
 許認可と比べ、明確な答えがつかみにくい入管

手続きでは、会員同士の情報交換がとても重要に

なります。 

 

 今回は、栃木会が誇る、イケメン３人衆が、個

人情報に十分配慮しながら、最近あった事例等を

発表し、会員同士、大いに議論しました。 
 
 特に新しい在留制度に伴い始まった「みなし再

入国許可」と、それ以前から存在し、今も存在し

ている通常の「再入国許可」についての注意点は、

日本に在留する外国人の人生を大きく変えかねな

いものでした。 
 
 入国管理局のみならず、私たち入管取次行政書

士からも、日本に在留する外国人に周知していか

なければならないと思いました。 
 
 法改正による問題は、入管取次ばかりではあり

ません。さまざまな許認可、最近では相続に影響

を及ぼす重大な判決があったりもしました。 
 
 行政書士の価値は、持っている情報に比例する

と、改めて思い知らされた一日となりました。 
（広報部 栁 知明） 
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「本業（行政書士）」と「趣味（能）」との両

方で大きな「勲章」を持っている堀越功会員は幸

せ者だと思います。本業での勲章は平成１７年の

「黄綬褒章」の受章で、趣味での勲章は平成１９

年の「横浜能楽堂」での〝舞い〟という事になり

ます（写真はその時のものです）。 
簡単に説明致しますと、２日興行の初日の〝ト

リ〟の主役を務められました。もっとも「写真」

をご覧頂きますとお分かりかと思いますが、「趣

味」という領域からは大きく逸脱しているのも事

実です。〝ポン（鼓の音）〟 
「幸せ者」と記しましたが、この２つの「幸せ」

はご本人の〝努力〟＆ご家族の〝理解〟もさるこ

とながら、２つの〝偶然〟にも大きく左右されて

います。その〝偶然〟に焦点を当てて堀越さんの

人生のほんの一部分ですが、１人称でご紹介した

いと思います。〝ポン・ポン〟 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
私は、昭和１７年に足利市内で生まれ、中学卒

業後、家業を継ぐ前提で東京に「修業」に出され

昼間仕事を覚えながら夜間商業高校に通いました。 
そこで中学時代は苦手だった「簿記」を猛勉強

して得意科目に変えた事で、同級生から〝偶然〟

私の運命を決定づけるちっぽけな「新聞記事」を

見せられたのでした。〝ポン・ポン・ポン〟 
それは、「高校を１年で中退して税理士試験に

専念していた１８歳の少女が１度目の受験で全課

目制覇して合格した」というものでした。「昭和

３３年！」付です。簿記２級をすでに取得してい

た１７歳の私に、「簿記１級」そして「税理士」

に続く〝道〟を教えてくれた「記事」ですので今

でも、原本を大切に保管しています。〝ポン〟 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１９歳（昭和３６年）で簿記１級を取得した後

に足利で家業の手伝いをしながら税理士試験の勉

強を始め、途中「１６歳と１９歳の姉妹が税理士

試験にそろって合格（昭和３９年）」なんて記事

にも奮起して、２４歳（昭和４１年）で合格する

事が出来ました。合格後はすぐに開業し、ほどな

く行政書士登録もしました。〝ポン〟 
そしてもう１つの〝偶然〟の話。私は元々「謡

曲」に興味があり「詩吟」を習った事もありまし

たが、２７歳の頃に講師を務めた簿記講座に熱心

な生徒がいました。その女性はご主人が亡くなっ

た必要性から通われていましたが、なんとその亡

くなられたご主人は「謡曲」の大きな教室の主宰

者でした。そんな〝偶然〟から「謡曲教室」が復

活されて現在まで続いています。〝ポン・ポン〟 
 
そして、昭和４０年代初めからいきなり４０年

以上（私の人生分位）話がとんでしまっていささ

か乱暴ですが、それぞれの「勲章」へと歩まれた

事になります。〝偶然〟の不思議さをお伝え出来

ましたでしょうか。インタビューは１１月２３日

の１時過ぎから３時間くらいかけて堀越事務所に

て行いましたが、「能」関係の資料や写真を見せ

て頂き、そして「能面」を被らせてもらいました。

〝ポン〟当然ながら紹介したいのに出来なかった

エピソード（例えば、開業してから夜間大学に通

い直した話）がまだまだ沢山あります。 
栃木県行政書士会の創世記の話なども含めまし

て機会を改めて紹介できればと思います。ちなみ

に「写真」を最初に見せて頂いたときの私の感想

は「あっ、ザ・グレート・カブキだ！」でした。

わかる人にはわかると思います。浅学で恥ずかし

い限りです。〝ポン・ポ・ポ・ポン〟 
（足利支部／支局長 きね坊こと 杵渕 徹） 

おじゃましま～す！ おじゃましま～す！ 会員事務所訪問コーナー？ 
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去る１１月１７日（日）、矢板市では標記軽ト

ラ市が開催されました。 
軽トラ市とは本来、軽トラックを売る市場では

なくて、軽トラ（軽車両）の荷台やテントで、飲

食物や民芸品の販売や、美術品の発表の場だった

りもする何でも市場です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 矢板市では、３回目の開催となりますが、毎回

出店台数が増えつつあり、今回は６５台の出店が

あり約１万５千人という人出で、人口約３万人の

矢板市では結構な賑わいをみせました。 
Ｂ級グルメなどの飲食物や新鮮野菜、おもちゃ

や民芸品、公式キャラクターのオリジナルグッズ

などが並び、さらには軽トラックそのものまで販

売されていました。 
またイベント会場では、毎回恒例の子供たちの

ヒップホップダンスや昔のお嬢さんたちのフラダ

ンス、ブラスバンドや和太鼓の披露もあり、多く

の方が楽しんでいました。 
更に、矢板市ということでシャープさん提供の

ＴＶやブルーレイレコーダ、ディズニーペアチケ

ット、ＷｉｉＵやニンテンドーＤＳＬＬ、矢板ブ

ランド品など豪華賞品があたる抽選会も長蛇の列

をつくり大盛況でした。 
 
次回は来年春の予定ですので、皆様も是非次回

足を運んでみてください。 

 

 

 

 

矢矢板板市市公公式式キキャャララククタターー  

ととももななりりくくんん、、大大健健闘闘！！！！  

 ゆるキャラグランプリ２０１３において、以前

紹介したことのある矢板市の公式キャラクター

「ともなりくん」が１５８０体中４２位と大健闘

を見せました。 
 ともなりくんは、現在は着ぐるみをリニューア

ル・・・いえいえ生まれ変わってとっても可愛い

姿になったのですが、当時はまだ間に合わず以前

の姿のエントリーでしたので不思議・・じゃなく

て前も可愛かったんですね♪ 
ほか栃木県勢は１位に佐野市「さのまる」、５

位に大田原市「与一くん」、２９位に宇都宮市「ミ

ヤリー」、４４位に小山市「開運★おやまくま」、

４６位に栃木県「とちまるくん」と５０位以内に

６体もの入賞を果たしました。 
ゆるキャラグランプリで上位に入ると各地での

イベント出演が引っ張りだこになるようですし、

オリジナルグッズなどの売れ行きも良くなるそう

ですので、これを機にさらに栃木が知名度を上げ、

元気になるといいなと思います。 
（支局長 植木智美） 

 

 

 

支局かわら版 
第３回 がんばっぺ矢板 軽トラ市・秋 

塩那支部 
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【足 利】 

足足利利支支部部研研修修会会開開催催報報告告  

１１月１６日（土）に足利市民プラザにおいて

開催した「支部研修会」につきましてご報告させ

て頂きます。 
足利支部では昨年度は「諸事情」から研修会は

開催出来ませんでしたので久しぶりの研修会でし

た。行政書士は業務が幅広いので会員全員の興味

を引くようなテーマを考え出すのには、いつも苦

労しています。 
 

●「日本政策金融公庫佐野支店」様 
支店長の河原清様と融資課長の大野和彦様が

休日にも関わらず快くお２人でいらっしゃって

「金融制度の説明」をして下さいました。佐野支

店（管轄は佐野・栃木・足利）が中心となって地

元の金融機関、士業や学校などとネットワークを

作って利用者に対するワンストップサービスがで

きるネットワークを計画中との事ですので、その

際には、ぜひ足利支部としましても協力していき

たいと思います。 
 

●「栃木県行政書士会／岸清美」会員 
 これからは更なる注意が必要だと思われます

「職務上請求書の取り扱い」についてご自身が中

心となって編集された「リスクマネジメントガイ

ドブック」をテキストに〝理路整然〟とご解説し

て頂きました。この「リスクマネジメントガイド

ブック」につきましては内容の充実度が「栃木県

会」だけで作られた事を考えますと驚きです。先

日ストーカー殺人に関連しまして「探偵」が逮捕

されましたが、「他人事」だとは見過ごせない側面

もあるかと考えます。また、個人的ですが岸会員

とは以前「綱紀委員会」でご一緒させて頂いた事

がありまして、久しぶりにお話が出来まして、う

れしかった事も付記させて頂きます。 
 
●「栃木県行政書士会／殿岡正敏」会員（土地家

屋調査士） 
 「都市計画法、農地法の申請について」という

テーマでお話し頂きましたが、私には少し難しか

ったです。行政書士業務の幅広さを再認識させて

頂きました。懇親会で殿岡会員の魅力はやはり飲

酒中の〝笑顔〟だと、やはり再認識した次第です。 

 参加人数は１５名で少しさびしい感じでしたが、

私の左隣でビッシリとメモを取られていたＮＮ会

員を筆頭に参加者はみなさん熱心でした？ 
（支局長 杵渕 徹） 

 
【塩 那】 

税税金金ににつついいてて支支部部研研修修会会開開催催  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 塩那支部は、過日、那珂川町すこやか共生館会

議室を借りて「やさしい税金教室」という内容で

研修会を行った。 

 講師は、塩那支部会員であり税理士でもある永

井裕会員。参加者は講師を含め１４名。 

 講義ではテキストを使用して所得税・贈与税・

相続税・消費税などわかりやすく説明してくれ、

税金のいろいろを学ぶことができました。われわ

れ行政書士にも、特に相続時の手続きなど業務の

流れの中である程度の税知識は必要があります。 

 最後に参加者の質問・疑問にもていねいに答え

ていただき、消費税についての動向などにも話が

及び、皆さん興味深く熱心に聞き入り、２時間あ

まりの研修会を終えました。 

（塩那支部 長谷川久夫） 

 

支支部部研研修修旅旅行行をを実実施施  

 塩那支部では会員の親睦を目的に、１０月６日

に日帰りバス旅行で研修旅行を行いました。 

 今年は、支部会員とその補助者家族１６名が参

加し、東京スカイツリー見学と新宿よしもと興業

の漫才などを楽しんできました。 

 午前はよしもとの漫才を見ました。まだ売れて

ない芸人の漫才は今一つでしたが、夜間学校を舞

台にしたドタバタ喜劇はみなさん大笑いでした。 

 午後は、昼食後、東京スカイツリー見学、予約

していたので待ち時間はさほどではありませんで

した。初めてなので期待していましたが、運悪く

支 局 情 報 
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天候状態が雨模様で、視界もハッキリせずちょっ

と期待はずれ。でも、栃木県産のお土産コーナー

など見たり買い物したり、参加者は皆さん楽しん

でいた様子でした。 （塩那支部 長谷川久夫） 

 

【那 須】 

那那須須支支部部無無料料相相談談会会のの実実施施  

 １１月１６日午前１０時から午後３時まで、那

須町にある「ゆめプラザ那須」で、無料相談会が

実施された。出席会員は、９名であった。相談内

容は、ほとんどが遺言・相続に関するものであっ

た。 
 具体的には、「被相続人が死亡した後で、その者

の銀行預金の引き出しをどのようにしたらいいの

か」や、「相続人に相続放棄をしてもらうには、ど 
 
 
 
 
 
 
寒くなりました。日が暮れるのも早く、夕暮れ

時にふと空を見上げると、星が綺麗に見えますね。 
 ところで、なぜ冬になると星やイルミネーショ

ンが綺麗に見えるのでしょうか？？ 
 「クリスマスが近づいて、ロマンティックな気

分になるから・・・」そんな風にお考えの方もい

らっしゃるかもしれませんが、それはさておき。 
 まず、日本の冬は 
１．天気が安定していて気流が少なく、塵や埃の

舞い上がりが少ないので空気が澄んでいる。 
２．空気が乾燥しているため、空気中の水蒸気が

少なく大気のゆらぎが少ない。 
３．日没が早い。 
４．明るい一等星が多い。 
などの理由から、星がよく見えるそうです。 
今は、数年前に流行った森ガール、登山を楽し

む山ガールに続いて、天体観測好きな女性のこと

を「宙（そら）ガール」なんて呼ぶらしいです。 
 実は私も、中学時代に読んだ少女マンガがきっ

かけで星に興味を持った宙ガールもどきでした。 
大人になってからも星好きは変わらず、これまで

で一番感動したのは、２００１年１１月のしし座

流星群大出現の時でしょうか。寒い中一晩中観測

して、数え切れないほどの流れ星を見ることが出

来ました。 

のようにしたらいいのか」といった相談があった。 
 こういった無料相談においては、相談内容がや

はり遺言・相続に関するものであるので、会員に

は常にこの分野に関する知識が求められることに

なる。     （支局長 オブライエン奈美） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そして、つい最近まで話題になっていたのはア

イソン彗星ですね。今年は彗星の当たり年だそう

で、その中でもひときわ明るいと評判になってい

たのがこのアイソン彗星です。ですが、多くの学

者が懸念していたように、１１月末に太陽に再接

近した際その熱にさらされて崩壊してしまったよ

うです。もし、太陽を無事に通過することができ

ていたら、１２月中旬までは明るいその姿が肉眼

で見られると期待されていたので、私も残念でな

りません。 
しかし、彗星は今回限りでしたが、毎年同じ時

期に見られる天体ショーもありますので、がっか

りされた方はこちらに期待してみてはいかがでし

ょう。１２月１４日から１５日にかけての夜は“ふ

たご座流星群”が、来年１月３日から４日にかけ

ての夜は“しぶんぎ座流星群”が見ごろです。年

明け早々に流れ星が見えたら、何かラッキーな事

があるかもしれませんよ。 
（支局長 川田有美） 
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あなたは「先生」なんですか？ 

気づきましたか。「行政書士とちぎ」の５月号

の最終ページに「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）」と告知され

ていた事を……。今更ながら、その事についてお

話し致します。４月号に掲載された私が書いた「記

事」は、その性格から「先生」という呼称を用い

ましたが、その「先生」がことごとく無断で「会

員」に変更されていました。その事について、広

報部にクレームをつけましたところ、迅速かつ誠

実なご回答を頂きました。 

①以前外部の方から会員同士で「先生」と呼び

合っている事に「違和感」を伝えられた、②時間

的な制約があって「承諾」を得る事が出来ない、

との事でした。そのやりとりがあったらこその「告

知」でした。「承諾なく」の部分には１００％納得

はしていませんが、それでも迅速かつ誠実な対応

には好感を持ちました。これは業務での顧客との

トラブルを解決するキーワードでもあります。対

応は、こうありたいものです。 

私自身、日頃から会員同士で「先生」と呼び合

っている事には「違和感」があります。ですから

「会報」から極力「先生」という呼称を排除する

事には、〝賛成〟です。出来得るならば、業務 

歴が短くて若い（自称でも）会員同士だけでも

「先生」と呼び合う事を止めてみませんか？ 私

の事は「きね坊」もしくは「きねちゃん」と呼ん

で頂いても、まったくＯＫですよ！ 

私なりの後方（広報）支援とは？ 

 私は新井紀代さんが広報誌の中心人物として頑

張っていらしたときに「後方（広報）支援します

よ！」と、約束した事があります。雑談の延長上

みたいな約束でしたが……。新井さんが亡くなっ

た時に私は、「広報誌」の質と量（ページ数と毎月

発行）を維持し続ける事は無理ではないかと思っ

ていました。ところが今現在まで維持し続けられ

ている事に対しては、「敬意」を表します。毎月こ

のクオリティの「広報誌」を発行する事は大変な

労力だと思います。 

さてさて、数年ぶりの「支局長」です。「支局

長」という立場であろうがなかろうが、不定期に

「アドちゃんの談話室」に駄文を寄稿するという

事で、私なりに「後方（広報）支援」をしてきた

つもりです。私は文書を書くのが「得意」ではあ

りませんし、もちろん「上手」でもありません。

あえて言いますと他の人より文章を書く事に対す

る「苦手意識」が少しだけ希薄なのかもしれませ

ん。何故だか、この職業（士業）をはじめてから

は不思議とそんな状態になる事ができました。「作

文能力」は、「この職業（士業）」には必須ですか

らありがたい事です。 

最近の「行政書士とちぎ」には不満もあります。

その不満に対する私なりの回答を「おじゃましま

す」や「支局かわら版」への原稿で著していきた

いと思っています。「支局長」という立場ですから、

今までよりも少しだけ前面に出て「後方（広報）

支援」する事になりますね。 

（足利支部 〝きね坊〟こと 杵渕 徹） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

新規申出（１１月）          ０名 
更新申出（１１月）          ３名 
有効期限切れ（１０月末）による減少  ４名 
申請取次行政書士（１１月末現在）  ９２名 

 
栃木会の 

申請取次行政書士の動向 

「支局長」として思っている事！

 事務局よりお知らせ 

12/28(土)～1/５(日)は 

年末年始休暇となります。 

よろしくお願いします。 



－12－ 

 

 

  

 日 予  定 時  間 主  催 

6 月 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 
7 火 総務部・制度推進部合同部会 13:30~ 総務部 
8 水 ＴＩＡ相談会 10:00~ 業務第４グループ

グループ会議 13:30~ 業務第１グループ

登録説明会 10:00~ 総務部 
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 
足利支市民相談室 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 

9 木 編集会議 13:30~ 広報部 
10 金 賀詞交歓会（於：ホテル東日本宇都宮） 16:00~18:30  

役所のこと何でも相談 13:00~ 制度推進部 
15 水 ＫＩＦＡ相談会 10:00~ 業務第４グループ

相談事例研究 13:30~ 業務第４グループ

グループ会議 15:00~ 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 

16 木 法定業務研修会「遺言・相続・遺産分割①」 13:30~16:30 業務第５グループ

17 金 小山一日行政相談所 10:15~ 制度推進部 
20 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 

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 
21 火 記帳会計研修会 13:30~17:00 業務第３グループ

登録説明会 10:00~ 総務部 
22 水 成年後見研修会（第１０回）効果測定 13:30~ 業務第５グループ

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 

23 木 文書学事課との連絡会 10:00~ 総務部 

行政書士専門相談（於：下野市ゆうゆう館 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 

26 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 

28 火 正副会長会 10:30~  

三役会 13:30~  

30 木 法定業務研修会「遺言・相続・遺産分割②」 13:30~16:45 業務第５グループ

栃木県行政書士会カレンダー（１月） 
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          正副会長の動き 
 

日 時 行 事 出席者 内 容・場 所 
11/ 1(金) 10:30～11:30 県土整備部監理課訪問 稲葉 研修会の講師依頼等 

12:00～13:00 業務第５グループ会議 稲葉 金融機関訪問について 

11/ 4(月) 10:00～15:00 三士会法の日 毛塚  

11/ 6(水) 10:00～12:30 測量研修会 稲葉 測量の座学研修会 

11/ 7(木) 13:30～17:00 総務部会 田渕 理事会議案について 

18:00～20:00 知事を囲む会 会長、青木、副会長 ダイニング十五家 

11/ 8(金) 13:30～15:00 一般貨物自動車運送事業研修会 小林 講師：関東運輸局 栃木運輸

支局 企画輸送監査部門 

11/10(土) 8:40～16:00 行政書士試験 全員 宇都宮大学 

11/12(月) 13:30～16:00 編集会議 手塚 行とち11月号の編集、校正

11/13(火) 8:30～16:00 測量研修会 稲葉 八幡山公園 

11/14(水) 13:30～17:00 日行連理事会 会長 日行連 

11/15(木)  9:30～12:00 日行連理事会 会長 日行連 

10:30～12:00 綱紀委員会 小林 会費滞納者対応 

18:00～ 協力議員との連絡会 会長、青木 日政連栃木会事業について 

11/16(金) 9:00～10:30 正副会長会 全員 第２回理事会について等 

10:30～12:30 三役会 全員 各部の事業について 

13:00～14:30 常任幹事会 全員、青木 日政連栃木会事業について 

11/18(月) 10:00～15:00 金融機関表敬訪問 稲葉 行政書士業務について 

15:00～ 東京会暴対委員会記念式典 田渕 東京会 

18:00～ 弁護士会との業務連絡会 手塚 国際業務に関する連絡会 

11/19(火) 13:00～13:30 中小企業支援政策の概要研修会 毛塚 県経営支援課による研修 

13:30～15:30 制度推進部会 毛塚 非行政書士の対応について 

11/20(水) 10:00～13:00 サーバー移行に関する打合せ 田渕 新サーバーの運用について 

16:00～17:00 業務第4グループ会議 手塚 積み残し事業の詳細計画 

11/21(木) 14:00～20:30 日行連関地協連絡会 全員 高崎ビューホテル 

11/22(金)  9:00～12:00 日行連関地協連絡会 全員 高崎ビューホテル 

11/28(木) 10:30～12:00 業務第２グループ会議 稲葉 理事会報告事項について 

13:30～15:00 林地開発制度研修会 稲葉 県森林整備課による研修 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 氷の花（自宅の庭） 
「腰を屈めると、違う世界が見えます」 
          芳賀支部 神原邦雄 
 
 
 本誌の表紙写真担当「Ｏ．Ｋ．Ｓ．Ｎ写仲」の 

第一回写真展が開催されました。展示された写真 

が表紙を飾るかもしれません。お楽しみに！ 

  

今月の表紙の一言 
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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 

837 H25.11.5 
平成 25年秋の叙勲受章者のお知らせ 

（旭日双光章 愛媛会 田中弘）   

829 H25.11.5 平成 25年度 11月分 会費納入について(お願い）   

833 H25.11.8 著作権相談員養成研修用DVDの送付について   

844 H25.11.8 

総務省による申請手続に係る国民負担の軽減等に関する実態

調査結果に基づく勧告（一般手続関連）及び東日本大震災関

連の勧告に対する改善措置状況について（お知らせ）   

857 H25.11.8 全国法規監察担当者会議の開催について   

862 H25.11.8 平成 25年度 ADR調停人講師養成研修について   

842 H25.11.12 
平成25年度版行政書士関係法規集の送付及び日行連ホームペ

ージの掲載について   

875 H25.11.15 ビデオ・オン・デマンド研修システムの導入について   

881 H25.11.15 

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）   

893 H25.11.21 産廃許可申請に係る経営診断書作成の調査結果について   

898 H25.11.21 
遺産分割協議書、親族関係説明図等の「権利義務・事実証明

書類」の作成による戸籍謄抄本等の職務上請求について   

900 H25.11.21 

「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許

可及び事業計画変更認可申請等の処理について」の一部改正

について   

908 H25.11.21 理事会の議事結果について   

947 H25.11.29 
「ブラジル家族法に関するセミナー」開催に係る周知依頼に

ついて（お願い）   

965 H25.11.29 平成 25年 7月理事会後の業務執行体制等について   

 
 

 

 
 
日行連より標記の件について周知依頼がありました。平成２６年１月２８日（火）渋谷シダックス

ホールにおいて開催されます 

 詳細につきましては、当会ＨＰ会員専用「トピックス」をご覧下さい。 
 
 
 
 
 
日行連より標記の件について周知依頼がありました。 自己資金や任意保険における要件等が変更さ

れました。この改正は平成２５年１２月１日より実施されています。 

 詳細につきましては、当会ＨＰ会員専用「トピックス」をご覧下さい。 

｢ブラジル家族法に関するセミナー｣開催に係る周知依頼について
                               ～日行連より～ 

日行連だより 

「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画
変更認可申請等の処理について」の一部改正について    ～日行連より～
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法定業務研修会「遺言・相続・遺産分割」について  業務部 第５グループ主催 

 
今年度、遺言・相続などに関する研修はこの法定業務研修のみとなります。 
４回すべて受講し、効果測定に合格すると修了証が発行されます。 

 
○開催日時 
平成２６年１月１６日（木）、１月３０日（木）、２月６日（木）、２月２０日（木）の 
４日間。 
時間はすべて１３：３０～１６：３０ 

○受講料 
２，０００円（＠５００×４日） 

○テキスト代（過去に購入されたテキストを持参される場合は不要） 
１，０５０円 

○対象者 
会 員（補助者の方は受講出来ません。） 

○開催場所 
栃木県行政書士会 ２階会議室 

○研修内容 
１日目（１月１６日） 

 時   間 内   容 
１時限目 １３：３０～１４：３０ 遺言相談への対応 
２時限目 １４：３０～１５：３０ 遺言書の作成、遺贈、遺留分等 
３時限目 １５：３０～１６：３０ 相続の開始、相続人 

２日目（１月３０日） 

４時限目 １３：３０～１４：３０ 
相続人の中に未成年者、行方不明

者が存在する場合の取扱い等 
５時限目 １４：３０～１５：３０ 相続分 
６時限目 １５：３０～１６：３０ 法定相続分等 

３日目（２月６日） 
７時限目 １３：３０～１４：３０ 相続財産の範囲の確定等 
８時限目 １４：３０～１５：３０ 相続開始から遺産分割までの間 
９時限目 １５：３０～１６：３０ 遺留分減殺請求等 

４日目（２月２０日） 
１０時限目 １３：３０～１４：３０ 相続に関するその他の知識 
１１時限目 １４：３０～１５：３０ 相続にかかわる名義変更手続 
１２時限目 １５：３０～１６：３０ 効果測定 

※ 受講料・テキスト代（購入者のみ）は、研修初日（１／１６）に集金致します。 
※ 初めて受講される方は、テキストを必ずお申し込み下さい。過去に購入済みの方は、購入さ

れたテキストが使用可能ですので、研修会当日忘れずにご持参下さい。 
※ 途中回からの申込みはできません。法定業務研修のため、遅刻・途中退出は厳禁です。 
※ 効果測定の合格者には、日行連会長・研修センター所長の連名で修了証が発行されます。 

○締め切り 
  平成２６年１月１４日 （火） 
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記帳会計研修会                  業務部 第３グループ主催 
 

○開催日時 

平成２６年１月２１日（火）１３：３０～１５：００ 

○開催場所 

栃木県行政書士会館２階 

○研修内容 

記帳会計に関する基礎的な研修です。 

○講  師 

行政書士 一戸養子 

○受 講 料 ５００円 

○締め切り 平成２６年１月１５日（水） 

ＣＡＤ研修会                   業務部 第２グループ主催 

○開催日時 

平成２６年２月７日（金）１３：３０～１５：３０ 

○開催場所 

栃木県行政書士会館２階  

○研修内容 

  座標値をJw＿cadの画面に展開する方法を学びます。 

○講  師 

行政書士 稲葉昌俊 

○受 講 料 

  ５００円 

○当日必要な物 

  下記のソフト２種をインストールしたＰＣをご持参下さい。 

  ＰＣをお持ちでない方については、会のＰＣを共用していただきます。 

  (1)Jw_cad (最新版) 

 http://www.jwcad.net/download.htm 

Windows 2000,XP,Vista,7 上で動作する2次元汎用ＣＡＤです。 

(2) XYZtoJww for Jw win（Version2.10） 

http://www.e-tripod.net/htm-dir/soft.html 

座標データをJwwデータにコンバートする支援ソフトです。 

   

○締め切り 

  平成２６年２月３日（月） 
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建設業許可申請および経営事項審査について       業務部 第２グループ主催

○開催日時 

平成２６年２月４日（火）１３：３０～１５：００ 

○開催場所 

宇都宮市総合コミュニティーセンター１Ｆ 大集会室  

宇都宮市明保野町７－１（宇都宮市文化会館隣り） 

  

     

 

○研修内容 

  建設業の基礎（建設業の概要、建設業の許可について、建設業の経審について）を学びます。

○講  師 

栃木県 県土整備部 監理課 建設業担当 

○受講対象 

  会員、補助者  

※ただし、１事務所１名とさせていただきます。 

 補助者が参加する場合は、申込書に会員名を記載し、（  ）で補助者名をご記入下さい。

  例）行政太郎（補助者 行政花子） 

○受 講 料 

  無  料 

○資  料 

  各自、栃木県県土整備部発行の下記の手引きを持参下さい。 

「建設業許可申請の手引き(平成２５年度版)」 

   「経営規模等評価申請及び総合表評定値請求の手引き(平成２５年度版)」 

※この手引きは、県土整備部のホームページからダウンロードできます。 

  （ダウンロードしたファイルを保存したＰＣ、タブレット端末等を持ち込んでも結構です。）

○事前質問 

事前質問を受け付けております。事前質問がある場合には、１月１７日（金）までに 

事務局宛にＦＡＸして下さい。 

○締め切り 

  平成２６年１月２４日（金） 
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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 

1/16 

（1 回目） 

法定業務研修会 

「遺言･相続･遺産分割」について 

（全 4 回） 

 

2000円
 500円 

× 

4日 

1/14 

 

※初めて受講さ

れる方はお申込

みください。 

－ 

1/21 記帳会計研修会 500円 1/15 
 

－ － 

2/4 
建設業許可申請および  

経営事項審査について 
無料 1/24 

 
－ － 

2/7 ＣＡＤ研修会 500円 2/3 
 

－ － 

 

 

支部名  
氏 名  

ＦＡＸ  

 
 

募 集 

1月の成年後見研修会               業務部 第５グループ主催 
 
全１０回で実施しております成年後見研修会の最終回は、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。 
 

 ○１月の日程、内容、時間 

実施回 研修日 科目（内容） 研修時間 

第 10 回  １月２２日（水）
任意後見事例研究 13:30～15:35 

効果測定（テスト） 15:45～16:45 

 ※場所は行政書士会館２階会議室。 
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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 
H25.11.1 

324- 

0058 
大田原市紫塚 2-3965 0287-23-1323  

百目木和好 

 塩 那 
H25.11.15 

329- 

2135 
矢板市中 389-1 0287-43-6688  

伊藤 里子 

 那 須 
H25.11.15 

325- 

0001 

那須郡那須町大字 

高久甲 6217-2 
0287-64-0537  

藤森 俊子 

 塩 那 
H25.11.15 

329- 

2136 
矢板市東町 3009-8 0287-44-0734  

村上 和雄 

【退 会】 

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 髙橋 清人 H25.11.26 廃 業     

【変 更】                             

支 部 氏 名 変更事項 変 更 内 容 

小 山 槇 好和 
氏 名 

事務所名称

槇 好和（変更前：槙 好和） 

行政書士槇好和事務所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

栃木県行政書士会員の動き

広

報

部

よ

り 

（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 25年 11 月 30 日現在） 

行政書士とちぎ 12 月号 №444 

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 

 １２月はクリスマスから正月とワクワクする

イベントが立て続けにあります。 

 行政書士とちぎの新年号ではワクワクを伝え

られるような新年に相応しい会報にしたいと思

いますので、是非ご覧ください 

     （広報部 齋藤丈威）

会員名簿 正誤表 

行政書士とちぎ11月号に同封した会員名簿の役員一覧のう

ち、副会長の担当部署に誤りがありました。お詫びして訂正

します。 

 

[誤]広報部   業務部業務第４ｸﾞﾙｰﾌﾟ 毛塚勝行 

制度推進部 業務部業務第３ｸﾞﾙｰﾌﾟ 手塚理恵 

 

[正]制度推進部 業務部業務第３ｸﾞﾙｰﾌﾟ 毛塚勝行 

広報部   業務部業務第４ｸﾞﾙｰﾌﾟ  手塚理恵 
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